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第十二回連句協会全国大会

毎年︑芝増上寺会館で催されてきた全国大会は︑こんど

会場を東京赤羽会館に移して平成五年六月十三日︑賑やか

に行われた︒四階大ホールに一卓六人掛けのテーブルを妬

席用意︑午後一時開会︒全国︵東北・関東・中部・北陸・

近畿・四国︶から百人を越える人が集まる︒第一部︑大林

杣平新会長の挨拶︑﹃現代連句集﹄の刊行等事業報告︑年度

会計の承認︑協会賞表彰︑阿片前会長を名誉会長に全員挙

／

手で可決するなどした︒引続き前中央大学教授今栄蔵氏

の﹁芭蕉と連句の座﹂と題する講演︑そのなかで氏は芭

蕉は臨終の間際まで句作に骨身を削った︒文芸の本質にせ

まる厳しい態度であったが俳譜に寛ごうとする余裕もあっ

た︒彼の作品は草稿と成槁を照合すると可成り推敲され﹁作

品の純度を高めるための苦心﹂が図られている︒世上三等

の俳人のうち皆さんは﹁志を努め古人の詩腸を探るような

作者になって欲しい﹂と力説し︑一同静かに耳を傾けた︒

第二部は︑羽席に分かれ連句実作を愉しむ︒︵その作品は﹃協

会報﹂第乃号に既報︶第三部懇親会︑凡そ別人がとどまり

受賞者の喜びの言葉を聞き︑また各地の連句界の現況報告

や余興などもあって︑久潤の交流を深めた︒︵し︶
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﹁第八回国民文化祭いわて配協賛

連句大会﹂花巻に於いて開催

平成五年十月十一日午後︑花巻温泉ホテル千秋閣大広間

に於いて標記の大会が盛大に開かれました︒全国より集い

来た連衆百六十余人︒全二十七席には岩手ゆかりの山の名

を冠し︑全席が半歌仙満尾︑うち四席の披講がなされまし

た︒啄木︑賢治︑光太郎ゆかりの地に各地より連衆が集い︑

風交を深めることが出来たことは特に地元の方々の絶大な

御努力によるところ大きいものがありました︒

岩手に連句が途絶えて久しく︑連句というものの存在さ

え知らない方々がほとんどで︑大会の開催自体危ぶまれた

時期もあり︑受皿となる地元の熱意いかんが成功の鍵をに

ぎっていたということでした︒そこで有志の方々による﹁連

句を楽しむ会﹂を毎月開催し勉強を初められ連句協会から

も講師派遣するなど回を重ねてこられました︒

そのような中で平成四年七月︑大会の運営母体となる岩

手県連句協会が設立され︑協賛というかたちではありまし

たが︑手作りによる連句大会の成功となったことでした︒

これを契機とし岩手の地に連句がますます盛んになるよう

期待するとともに︑大会に御尽力くださいました各位に厚

く御礼申し上げる次第であります︒︵太︶
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評論

千那俳論耆﹁鳳鳴談﹂の付合論

では︑その中の付合本質論の何条かを紹介しつつ︑検討を加えてみたい︒

復本一

るところ少なくなく︑ひいては︑芭蕉俳論︵芭蕉の俳譜観︶の要諦を鮮明にし得るものと思われる︒小稿

明確に打ち出しており︑内容豊富である︒一書として面白いのみならず︑他の蕉門の俳論書の解明に資す

八年二七二三︶の間と考えられる︒他に︑伝本は︑ない︒蕉門の先行俳論書に目配りしつつも︑自説を

せんな・
私の架蔵本に︑芭蕉の弟子千那の俳論書﹃鳳鳴談﹂がある︒成立は︑享保三年︵一七一八︶より︑享保

郎

那を次のように評している︒

ったた︑︑
親交のあっ
五五
歳歳
年年
少少
︵の同門の許六は︑その著﹁俳譜問答﹄︿同門評判﹀︵元禄十一年成︶において千

きよりく

媚当
当︶
︶の
の僧
僧官
官をを勅勅許されている︒芭蕉への入門は︑貞享二年二六八五︶︑三十五歳の時である︒
律師︵五位相

に生まれて︑
︑享
享保
保八
八年
年︵
︵一
言七二三︶四月十七日︑七十三歳で没している︒宝永二年︵一七○五︶には︑権

三上
上氏
氏︒
︒近
近江
江堅
堅﹇田 にある真宗本願寺派本福寺の第十一世の住職である︒慶安四年︵一六五二
千那は︑三

＊
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｜

せんなかみがた

すぎ

すぎ

うつは

うつは

いよいよ

すぐ

千那︑上方の高弟して︑器もすぐれてよし︒論ぜば︑尚白が器は鈍にして重し︒千那の器は︑勝れて
あり

いき過たり︒花実は花過たり︒とりはやしも得られたる故に︑弥実をかくす味あり︒風雅ニッ︑世用

八シ有︒たまノ︑残りたるニッの風雅︑八ッの世用の盛なるに寄て︑次第に押領せらる︒︵中略︶久し

く師説にはなれて︑流行に堀切は出来︑八ッの世用の火気は上るに寄て︑元気次第によはれり︒

きち

許六は︑千那の才能を高く評価している︒千那の親友で︑千那より一歳年長の尚白を﹁鈍にして重し﹂

と評しているのと比べれば︑許六が︑千那に好意を持っていたであろうことが窺知し得よう︒が︑﹁世用﹂

のために俳譜に専念し得ない千那には︑批判的である︒千那が︑本福寺の第十一世住職となったのは︑元

禄五年︵一六九三︑四十二歳の時である︒ちょうど︑千那が芭蕉より離反した︵とされる︶時期と重なる︒

離反のいきさつには︑従来言われているごとき︑尚白編の俳譜撰集﹃忘れ梅﹄の序文をめぐっての︑芭蕉
みずか

との葛藤ということも︑勿論あったろうが︑実生活においても︑実際のところ︑名刹の住職として多忙を

きわめたであろうことも︑十分に想像し得るのである︒自らも︑彦根藩士という身分であった許六には︑

へんつき

批判しつつも︑その辺の事情が理解し得たのではなかろうか︒そんな口吻が感じられるのである︒

俳人としての千那の力量を示すエピソードを一つ紹介しておく︒李由・許六共編の俳論書﹃篇突﹄︵元禄
十一年刊︶に︑芭蕉がらみで︑次のごとく記されている︒
↑ワき﹂

唇に墨つく児のすヌみ哉千那
いふ

なる

や﹂診李員

参ワ芦﹂

おほ

おきども
なる
涼みと云句︑人入︑よくいひなぐりて置侍れ共︑これは大切成所を本意とする題にて︑中ノ︑いひ果
なり

せ難からん︑はっか成所に手柄をあらはし侍る社︑すダみの情なれ︑とて︑児の涼は︑師も︑一夏一
句と感じ給へる也︒
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さるみの

千那の︿唇に﹀の一句は︑芭蕉七部集の一つ︑元禄四年二六九二刊の﹃猿蓑﹄に載っている︒芭蕉︑
許六は︑この句を﹁本意﹂︵本情︶の視点より評価しているのである︒
すぐころ

涼みの﹁本意﹂については︑元禄三年二六九○︶成立の芭蕉の俳文が参考となる︒

四條の川原のすヌみとて︑夕月夜のころより有明過る比まで︑川中に床をならべて︑夜すがらさけの
まじはりをけ

みものくひあそぶ︒をんなは帯のむすびめいかめしく︑おとこは羽織ながう着なして︑法師・老人と

ひま

もに交︑桶や・かぢやのでしごまで︑いとまえがほにうたひの蛍しる︒さすがに都のけしきなるべし︒

川かぜや薄がききたる夕す貢み翁
てならい

ちご
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﹁いとまえがほにうたひの塾しる﹂︵やっと暇ができたといった顔付で︑歌ったり︑騒いだりする︶

手つき﹂

これが﹁涼み﹂の﹁本意﹂であろう︒そんな﹁涼み﹂の中に︑手習を終えた﹁唇に墨つく児﹂を発見した

のである︒﹁法師﹂﹁老人﹂﹁桶や・かぢやのでしご﹂に交って︑一人前に﹁いとまえがほ﹂をした﹁児﹂の

ひもと

﹁涼み﹂である︒その発見を形象化した千那の一句は︑意外性によるインパクトを獲得し得たのである︒か
くて︑芭蕉や許六の称賛を得ることとなったのであろう︒

も

たて

まず︑この一条から見ることにする︒この条︑千那のオリジナルではない︒﹁鳳鳴談﹄の内部徴証にょっ

しく︑句のふりに心をばかくべし︒

付合の句の姿といふは︑発句は大将の威なければ巻頭に立ず︒平句は士卒の働なければ︑鈍にしてあ

ことにする︒

いよいよ︑その千那の著わした俳論書﹃鳳鳴談﹄を繕いて︑付合本質論のいくつかを見てみる

多﹂︸﹂︽﹂︑ゞ

＊

て︑その披見︑援
援用
用が
が明
明ら
ら※
か である李由・許六共編の元禄十五年二七○三刊の俳論書﹃宇陀の法師﹂
に左のごとく記されている︒

その

発句は大将の位なくて巻頭にた参ず︒平句は士卒の働きなくては鈍にしてぬるし︒
其用にたシず︒

ほぼ同内容である︒が︑﹃宇陀の法師﹄が︑やや唐突に︑発句と平句の差異を書噛︵大将と士卒︶でもっ

て説明しているのに対して︑﹃鳳鳴談﹄が︑そこのところを︑明確に﹁付合の句の姿﹂の差異と提示︑規定

している点は︑高く評価してよいであろう︒単に﹃宇陀の法師﹄の一節を援用するということではなく︑
あら

千那なりに理解︑消化して︑論理性を付与しているのである︒﹁句のふりに心をばかくべし﹂も︑千那によ

たつ

なり

って新たに加えられた部分である︒﹁ふり﹂は︑﹁姿﹂に﹁働き﹂を加味しての︑蕉門の俳譜︵連句︶用語
たかく

したっ

たかく

である︒
︒ち
ちな
なみ
みに
に︑
︑﹃鳳鳴談﹄の他の箇所には︑﹁発句は︑巻頭に立物なれば︑大将の位なくては成がたし︒

なりとも

いかに
にも
もた
たけ
け高
高︑
︑三尋常に仕立べし﹂と記されている︒﹁大将の位﹂とは︑﹁たけ高尋常﹂であることの譽職
というわけである︒

つけ

右の条に続けて︑左の一条が見える︒
たた

もちひやう

すこし

付合︑第一へん化に心を付︑句情︑前の句へもどらぬよふに第一心をかくべし︒いかやふの名句成共︑
あるはらわた

なり

打こしへ心のさはる句は︑役に立ず︒季節の用様などは︑脇の句とは違ひて︑同季の内︑前後少の違

ひ苦しからず︒心持︑用捨は有くし︒膓をつよく案じて︑安くいひ出すといふが蕉門の習也︒

蕉門の付合本質論として︑大変興味深い一条である︒千那は︑付合の本質︵面白さ︶が︑﹁変化﹂にある

ことを明確に打出している︒許六俳論では︑かくのごとく明確には語られていない︒﹃鳳鳴談﹄の中に参照
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したことが明記されている二十五箇条﹄︵享保二十一年刊︒ただし︑千那すでに没しているので︑千那が

披見したのは写本によって︶中の﹁変化の事﹂の影響にもよるものであろうが︑千那の論は︑﹁句情︑前の
なりこれ

句へもどらぬよふに第一心をかくべし﹂のごとく︑懇切丁寧をきわめている︒他の箇所にも︑

百韻は︑百句ながら皆転の句也︒是を変化といふ︒変化せざれぱ︑蕉門の俳譜にあらず︒

との言が見える︒﹁変化﹂の論は︑後代︑美濃派系の俳論書を中心として継承化されていくが︑それとは別

に︑その
のは
はや
やい
い時
時期
期の
のも
も︵
のとして注目してよいであろう︒｜句としての完成度︵名句︶よりも︑﹁変化﹂が
もちひやう

優先されているのである︒

続けて﹁季節の用様﹂が記されているのも︑﹁変化﹂とのかかわりにおいて︑ということであると判断し

どほう

てよいであろう︒これも︑また︑﹁変化﹂を優先させる中での︑﹁季節﹂に対する許容の問題である︒この
なり

あと

ゆく

辺は︑蕉門においては︑柔軟であったようである︒﹁変化﹂のためには︑当然︑土芳の﹃三冊子﹄︵元禄十

あらたまる

なり

五年成︶に見える芭蕉の遣語﹁たとへば歌仙は三十六歩也︒一歩も跡に帰る心なし︒行にしたがひ︑心の

改は︑たヌ先へゆく心なれば也﹂の実践が要求されるわけである︒この言の具体的運用となれば︑常識

考え
えて
て︑
︑﹁
﹁季節﹂︵季語︶もまた︑これに準ずる︑と考えるのが穏当であろう︒ところが︑千那は︵と
的に考

ひもと

い
よ
もも︑
芭蕉をはじめ︑蕉門では︑と考えたほうがいいのであろうが︶︑そこまでは︑拘泥しない︑と
いう
シフ
より
︑ｆ
︑蕾
いうのである︒

具体的な例を示してみよう︒

便宜︑﹃番匠童﹄︵元禄二年刊︶中の季寄せ﹁談譜手斧屑﹂を緒いてみる︒そこには︑四季之詞が春夏秋

冬に分けて掲載され︑さらにその季節の中は︑月別に分類されているのである︒となると︑同季の中でも︑
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アメノウヲ

季の逆戻りはタブー︑とする考え方も当然あっていいわけであるが︑千那は︑そこまでは︑こだわらない︑

というのである︒例えば︑秋︒七月の項の植物には鳳仙花︑木橦等が見える︒八月の項の魚に初鮭︑江鮭

等が見える︒そして九月の項の人事には︑新酒︑網代打等が見える︒﹁変化﹂を重視し︑芭蕉の遣語を適用

するならば︑その付合は︑例えば︑﹁鳳仙花﹂︵七月︶ｌ←﹁江鮭﹂︵八月︶ｌ←﹁新酒﹂︵九月︶と展開し

なければいけないことになるのであるが︑﹁新酒﹂︵九月︶ｌ←﹁江鮭﹂︵八月︶ｌ←﹁鳳仙花﹂︵七月︶で

なり

も︑状
も
状況
況を
を考
考一慮すればいいというのである︒この辺︑実際には︑芭蕉の連句作品に当れば︑即座に検証し
得るであろう︒

はらわた

なり

−1スー

末尾の﹁膓をつよく案じて︑安くいひ出すといふが蕉門の習也﹂にも注目していい︒﹃宇陀の法師﹄には︑
すこしある

の中
中に︑独
独自
自の
の解
解釈
釈源
によって︑しっかりと組み込んでいることが︑右の二条の検討を通してからだけでも︑
窺知し得るであろう︒

︵ふくもといちろう・神奈川大学教授︶

全ゾ

当流はむつかしき事なく︑無分別に理屈のなきがよし︑といひなぐる人々あれど︑それはさる事にし

て少子細有くし︒随分︑膓をつよく案じて︑口外へ出す時︑無分別に理屈なくいふ事也︒

みずか

と見える︒このよく知られている一条が︑千那によって︑付合論の中に明確に位置付けられているのであ
○

千那は︑﹃宇陀の法師﹂をはじめとする先行俳論害に目配りしつつも︑それらの論述を︑自らの俳論大系

る

評論
芭蕉らの俳譜と
現代連句に必要なこと

当時西鶴らも自ら談林の申し子の如き言動をしつつ︑中道

への戻り即ち己も正風と称したのである︒

彼らは狭い俳譜の世界に於て相互に意識し反発し又呼応

しつつ俳譜を綴った︒即ち同志を求め座を結び又作品の上

で唱和した︒そして当然の如く自派正当と進歩性を誇示し

一体感を盛り上げるのに成功した︒

ルを抜けてこその軽みであり︑その長所と短所をわきまえ

芭蕉は晩年軽みを唱導した︒しかしそれは重みのトンネ
芭蕉らの連句は面白い︒何が面白いかというと︑彼らは

ての新風であるならば︑これまた当然にその軽みの作品の

中尾青宵
作品を通して何かを訴え︑その一端が謎解の様に判るから

中でも︑新風設立の苦渋が吐露される︒痛みも悩みもない

高弟達が付いて来れず﹁炭俵﹂では江戸の新しい少数の弟

面白く︑又読み解けないものが残されるので興味が持続す

芭蕉俳譜は三変したという︒五風したとも考えられる︒

子と︑又﹁続猿蓑﹂に戻ってのそれもかつての弟子の顔ぶ

単なる軽みではなかったのだ︒しかも﹁猿蓑﹂へ結集した

その変化は時代の変遷に従うものでもあったが︑自身その

れは相当入れ代っている︒そのことの淋しさに︑此道や︑

るからである︒

時代の風に於て頂点を極め︑更に次の風を積極的に開拓し

人声やの秋暮所思の二形が吐かれ︑あえて弟子にいずれか

﹁炭俵﹂は軽みの代表の如くいわれるが︑句調は確かに

て意欲的でもあったのである︒三変というならば貞風︑談

道正風と見られるが︑それに止まらず︑所謂文芸の高みへ

軽いといえども︑そこに唱和されることは正風への確信と

を問いつつ同行を念ったのであろう︒

俳譜を引き上げ︑それが生活との一致に於いて精神を酒養

先導の淋しさであり風雅に志す者の重い心であった︒

林︑蕉風であろう︒蕉風とは前二者の中間への戻り即ち中

したところから生み出そうとした︒単なる中道であれば︑
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と︑もはや弓を放たれた矢の如く︑いやそれより大きな意

おくれて一羽海わたる鷹孤屋

処み︑に雄子の啼たつ野波

義と清澄さの新風即ち秋空の存在をしっかり確信して居る

むめが香にのっと日の出る山路かな芭蕉

家普請を春のこすきにとりついて同

力強い宣言が︑以後これに困惑しあわてふためく旧俳譜の

下京は宇治の糞船さしつれて孤屋
坊主の着たる簑はおかしき其角

界を

上のたよりにあがる米の値芭蕉
に始まる第一歌仙は新蕉風の拓け行く様であろう︒着実な
る歩みへの信念が支えている︒

空豆の花咲きにけり麦の縁孤屋

﹁振売の﹂の巻は芭蕉発句だけに

など描くと見られる︒

上張を通さぬほどの雨降りて岱水

振売の雁あはれ也ゑびす講芭蕉

昼の水鶏のはしる溝川芭蕉

で始まる第三歌仙は正風の在り処と一応謙退を見せつつ彼

と己乃至己新風の未だ哀れで弱きをいえば

降ってはやすみ時雨する軒野玻

我の位置を見据えて居り︑

子は裸父はて愛れで早苗舟利牛
雨あがり珠数懸鳩の鳴き出して孤屋

と︑気を取り直して行く人間らしい姿を見︑好物の餅を絶

片はげ山に月をみるかな芭蕉

と︑新風開拓に疲れる師を慰め︑やがて

の百韻も︑既存の俳譜︑それは己の前風を含めての厳しい

さず︑割木安く露霜を堪えて居れば︑自ずと網の者が近づ

岸のいばらの真白に咲野玻

反省に︑師弟裸で新しい俳譜の早苗を植えんとする姿を立

杉風

日の出るまへの赤き冬空孤屋

雪の松おれ口みれば尚寒し

き声かける迄になると︑いたわり又確信して行く︒次の

其角

て︑やがて旧界に新風が吹き亘る様を綴って行ったと見た
い︒下巻でもまず
秋の空尾上の杉に離れたり

−1ラー

下肴を一舟浜に打明けて芭蕉
も同様だが︑芭蕉︑新風を下肴と謙退しつつも︑斯界の浜

にぶちまけてと開き直って威勢をとり戻しているのであ
つ︵︾Ｏ

︵これらの論は︑﹁獅子咄﹂誌六五○号記念平成五年六月に

誰そやとばしる笠の山茶花野水
有明の主水に酒屋つくらせて荷号

杜国

かしらの露をふるふ赤馬重五

朝鮮のほそりす鼻きの匂ひなき

日のちりノ︑に野に米を刈る正平

は誰なのか︒

誰そやとばしるなのか︑とばしる笠の山茶花なのか︒

るのは御免蒙るとしても︑︵何故なら俳諸は庶民の文芸だか

︒とばしるはとびちるだか︑むしろととはしるのつまっ

既出の抄録である︶

ら︶言葉や文芸の多重性︑象徴性が失われたら︑それは韻

たもので︑踊るではないか︒いざりまわる意とすれば︑

有明の主水とは︒何故朝鮮のほそり薄が出︑正平と

文でも文芸でも何でもないだろう︒軽みとはむつかしいも

句調大事からしても誰そやとばしるであろう︒反語用

重苦しい詰屈さ或いは歌情の雅や抽象的な詩句が横溢す

のである︒もしあえて誤用するならば︑現代必要なのは軽

・有明の主水とは︑有明ので小止あるかどうかを含め︑

法だ︒

詩ではなく歌でもなく︑重い哀歓を現代風俗に託して俳譜

水司職︒であるが︑限りなく立派人の悌を映すキャラク

みだけでなく重みかもしれない︒面白さの復活のために︑

する為には︑やはり根本の生活から改めねばならないのか

ター説を挙げ得よう︒誰をさすのだろうか︒

しても実在かどうか︒虚名とすれば︑杜国か大垣の如行

・正平は三歌仙の表六句目のみに出現するので執筆役と

その着想はどこからか︒

・ほそりす蛍きとは俳譜作句力の謙退ではなかろうか︒

もしれない︒これもむつかしいことではある︒
重々しさの筆頭たる﹁冬の日﹂は如何であろうか︒この
作品が面白いのは謎解きであろう︒学者ではない俳譜人の
自由に解せるだけの懐がある︒

狂句木枯の身は竹斎に似たる哉芭蕉
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た上で︑号森の国といえど米殼商の己の俳譜も︑日がちり

と五句目杜国が重五のことを仲間裡先輩格で気安く紹介し

詳しいことは別に記したので省略するが︑それらの謎の上

ノ︑の野の廩米を刈る程でと正平の名を借り杜国申し述べ

であろう︒

に︑次の様に︑初会の芭蕉に連衆の相互紹介を兼ねている

たのに違いあるまい︒

にして要になされたと見る︒即ち

︵吟者︶︵被紹介者︶

客発句芭蕉刈川１芭蕉自身

連句の偶然の必然性は恐ろしくかつ愉しい︒

し芭蕉が異った発句で

に発する︒だから︑も

謙退して挨拶したこと

のことを竹斎に似ると

たのは大元は芭蕉が己

さはどうだ︒こうなっ

この幾何学的な美し

かくて表六句一巡でその酒屋に座した者の相互紹介が簡

と見ればとても面白い︒しかも前吟者を評しているのだ︒
発句客が謙退挨拶のため︑脇亭主は︑いえいえそんなこ
●●●●●

とありません︒風流の象徴の山茶花がちゃんとしっかり笠
●●●●●ｏ

に付いているではありませんかと客に挨拶を返した後︑第
三は相伴としての役処︒主水を芭蕉と見る考えも出来て俳
譜新風設立者をいうともいえるが︑むしろ名古屋の若旦那

亭王脇野水刈刈卜芭蕉のこと

四句目重五刈刈Ｉ荷今のこと

第三荷今刈刈卜野水のこと

介したのであろう︒それが相伴の処し方だ︒しかし四句目︑

︵有明︶野水が本席︵酒屋ｌ栄家︶を設けた貢續を芭蕉に紹

実際は当席第一実力者の荷号の種々なる骨折があったと重

五句目杜国刈刈１重五のこと
六句目正平︲１１杜国のこと

五は第三吟者の荷今を紹介した︒四句目を重五自身のこと

吟者紹介の筋を通そうとするものであろう︒荷今も芭蕉を

必然性とは︑この﹁冬の日﹂も︑少し前の﹁虚栗﹂時代

挨拶したならばＩ︒

迎えるに当たって赤馬が頭の露を振うごとく画策した事情

の諸作も又後の軽みの代表といわれる﹁炭俵﹂ですらそう

ととるよりもはや表六句の仕立方が方向付けられた以上前

である︒その重五は材木商であった︒双六のでつく・でく

であるが︑とにかく正風新風に命をかけていたということ

に根元があって︑常に彼らは先覚者としての意識をもって

即ち木彫人・でくのぼうと号したと推し得よう︒
そこで俳譜の方は未だ初心で細り薄の様なものでござる
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終始その正風の樹立とその誇示を︑時に他風の即ち貞風︑

のである︒そしてその恋は純愛でなくエロス︑このエロス

い様にとぼけつつ︑どうしてノ︑恋遊びを隠れてしている

力であるかの様に綴られて行くのである︒江戸の頃恋はエ

談林の時代の終焉をも指摘しつつ︑作品に通奏したことで

か量る志と遊を裏に綴れば︑自ずと表解は難意となるの

ロスであった︒どういうのがその付合であるか︑芭蕉も︑

の隠し遊びこそが俳譜をエコーの様に広げ連ねて行く原動

もやむを得ないであろう︒これを重みというのか俳諾の本

恋をみやぶる朝兒の月︵つく入︑と︶

ある︒

質というのか︒とにかく言葉を大切にした多重音であり︑

促している︒二つ三つのみ掲げておく︒

灰うちた蛍くうるめ一枚凡兆

寓意象徴という言葉の属性を最大限発揮させるもので︑こ
うしたことは嫌うと肯うとにか蚤わらず︑韻文芸の在り方

この筋は銀も見しらず不自由さよ芭蕉

︵猿蓑︶

の正統であろうと考える︒寓意象徴をどこまでどの様に解

寺号の田地北の松ばら

するかは読者の仕事であり愉しみである︒科学でないから
一つに決める要もない︒昨日の解と又異なった可能性に今

色うつる初茸つなぐ諸葛

︵炭俵︶

月の隠る鼻四扉の門其角

朝霧に日傭揃る貝吹て孤屋

︵西鶴・独吟百駒自注絵巻︶

日遊ばせてもらえる︒同時に己も膨らむ︒とにかく彼らの

作品は現代に飽いたものにとって鉱山であるのは間違な
いＯ

その筋で考えるもう一つの柱はエロスだ︒

非蔵人なるひとの菊畑翁

しかもこのエロスは︑表の流れに於ける恋の座のみなら
ず︑到るところに素知らぬ顔で散りばめられて居り︑むつ

鴫ふたつ台にすへても淋しさよ北枝

︵卯辰集︶

かしい顔で評釈することを作者らは手を打って喜んでい
る︒むしろ恋の座を設けて如何にもその数句以外恋句はな
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これらのこと山程あって愉しいが︑夜話に属するので筆を

いとすれば︑一切の規制と作法を外してみることが必要か

義と作法は軽みの悪副産物で︑現代灌小な連句しか出来な

希求であろう︒

表四句で早目に裏に入りたいと望むのは現代押えられない

正式百韻は大切︑歌仙優位︑表六句大事といえど︑まず

話をしてみる︒

ぶに適当な短形式の要件とは何だろうか︒ぐっと現実的な

さて前述の自在な精神を発揮しつつ︑忙しい現代人が遊

とも思われる︒

描く︒︵詳しくは﹁獅子肌﹂誌を御参照︶

結局これらのことも︑言葉を如何に大事に考え扱ったか
ということである︒俳諸連句も素材でなくて表現が大切だ︒
例え転ずることに意を用いるとしても︑やたらと違った人
や物を並べても人情薄ければ
そこら風景がちならんは︵支考・俳譜十論︶
又︑移りに味がなく︑詞の転換説明では
節用︵実用辞書︶を見る心地︵同・葛の松原︶
がして面白くあろう筈がない︒淡く濃く︑簡素に複雑に︑

ではなかろうか︒軽み念仏よりこうした意味での志の重さ

動し︑俳譜のためにまた精神が自在になること︑何と冥加

精神こそ最も尊ばれるべきもので︑自在のために俳譜が躍

に何の規則も尺度もない︒俳譜は自在なのだ︒この自在の

ともある︒飽いたら付け込み︑付け込んだらのばす︒そこ

なのであろう︒風景に人情あり︑人事また単なる風景のこ

そぎ又わずらわしく︑何とか時間をにらみつつ座のラスト

時間切れで後は文音でというケースが多いが︑これは興も

にも実用的だ︒更に余禄として︑別の長形式のつもりでも

が原則としても︑座の雰囲気によって伸縮する考えは如何

い︒これは勿論あらかじめ予定し︑その予定通り進めるの

︵破急の具合︶に合せて︑後半が自在に伸縮出来るものがよ

予定の時間と進行具合︑興の盛り上り具合︑山場の遅速︑

次に︑十六〜十八〜二十句程度の短かさ︒しかも︑当初

が︑いま必要なのかもしれない︒芭蕉の精神の遍歴後と我々

の時間で形式を転換しても孫色ないことなど︒

僧の如く悪女の如く︑深淺親疎に綴られるべきものが俳譜

と︑またその江戸期と現代は異るのだから︒そして形式主
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凡そこの二つの基本的希求を満たす形式として﹃獅子の
子﹄なるものを御紹介する︒
﹁獅子の子﹄

俳譜は自在が生命だ︒俳譜は小鳥であり真珠の玉だ︒意

志あり又風に無意識に飛び︑光を放ち美しく転るいとしき

裏ウは八〜十四句の適宣自由とする二折三面︒︵短かく自

責任あるのみで︑他に何の規制も要らない︒それなのに中

俳譜の本質は無心所着ということ︑唯一前句に唱和する

物だ︒

在故子と︶但し裏の後半で予定より大巾に急を要する場

古から現代も︑様々な有象無象が要らぬ彩を付け形をゆが

○表四句︑名残ナ四句︵故にシシという︶︑中間のいわゆる

合は一折二面で終結させることも含む︒

進行させること︒表の禁忌も軽ければとがめず︵これは

制慣習をゆるめて考える︒むしろ発想と付味を優先して

芭蕉はこうした垢になることを倶れて作法めいたことを残

が輪廻か︑伝承の垢を一度洗い流さねばなるまい︒しかも

打越や輪廻の回避という新鮮さが大事だが︑何が打越で何

一句で立ち︑二句でなお優れて微笑む︒その責任は当然

め鎧を着せ具を持たせて了った︒

現代人の感覚で︑ギョッとしなければよしとする︒室町

○歌仙として略物といわれるから︑本形式では更に諸事規

〜江戸初期の思考や感覚で規制判断しないということで

俳譜に負わせている彩や鎧や道具を剥ぎ捨て︑俳譜を小

さなかった︒

○月花は不要論も一部あるが︑未だ死んで居らず効用もあ

鳥や真珠に戻してやろう︒俳諾に庶民が裸の心で哀歓を壷

ある︒︶

り︑現代風俗で開拓出来ると考える︒一花一月︒但し表

せる様に︒

︵獅子門︑都心︑菱の実︶

あなたの俳譜は︑自在ですか︒︵平成六年二月末︶

に月出れば裏にもう一つ出て二月とする︒一月は秋月原
則とする︒例外可︒定座なし︒

在に
に︒
︒表
表一
一季
季︽
でも二季でも可︒
○季は自在
○勿論︑恋は一〜二処︒
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評論
連句一目惚れの記

西幾多

うに食べられず︑自分で縫わないことには着る方もままな

らない時代であった︒おかげで生活に追われてあくせくと

していた︒それでも幸なことに家は戦災をまぬがれたので︑

昔からの道具や書画は残っていた︒その中から時々掛軸な

ど取替えては︑父がいろいろ話してくれていたことを思い

出す︒父は絵描きであったので絵のこと︑賛のこと︑絵と

その頃訪ねて来られる方々のお話が面白くて︑お茶をお出

賛の関りについてなど話してくれていたように思う︒又︑

俳句や和歌は小学校の国語の時間に作ったことを覚えてい

ししたり︑お給仕をしたりしながら︑後でお話を聞かせて

私が連句というものを知ったのは︑何時頃だったろうか︒

るが︑連句の話は聞いた覚えがない︒女学校に入ってから

いただいていた︒それが︑どんな話の内容であったか︑何

けれども︑私が連句を始めてから聞く話が︑何時か︑何所

はもう太平洋戦争が始り︑授業はあったが農村へ手伝いに

共に卒業してしまった︒それだけに︑たまに学校へ行く日

かで聞いたことがあるなあ⁝⁝と時々思うのは︑その頃聞

方がどんなお話をなさったのか具体的には覚えてはいない

があって受けた授業は︑とても楽しかったことを覚えてい

いて頭のどこかに入っていた話ではないのだろうかと思う

行ったり︑終いには学徒動員で工場へ行っていて︑終戦と

る︒もしかしたらその頃連句の話を聞いていたかも知れな

その後︑結婚︑育児と生活に一生懸命の時代が続き︑やっ

のである︒

授業には教科書は使わずいろんな話をして下さったからで

とほっとして俳句を始めた︒と言うといかにもすんなりと

い︒なぜなら︑国語の先生はとても面白い先生で︑たまの

ある︒しかし︑連句という形は私の頭には入っていなかっ

俳句を始めたように聞えるが︑両親との文通の端に一句書

いて来たり︑それを読んでこちらのようす︑子供のことな

たようである︒

戦中戦後は︑何しろ自分で少しでも耕さなければ思うよ
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たし︑俳句をやりたいと声を出すのも恥しいような環境で

うにカルチャーセンターというものも流行らない頃であっ

な方がいらっしゃるかも分らなかったのである︒近頃のよ

いと思っていたが︑全然知らない土地へ来て︑何所にどん

をやりたい︑それには直接先生とお話出来る状態でやりた

いたことが俳句の始りである︒そのうちに︑ちゃんと俳句

ど句とも言えないようなものを書いて手紙を出したりして

でもほんとに嬉しく有難かった︒

吟で巻いていただいた︒今思えばなんと厚顔の至りかと︑

宰は︑その頃編集長をしておられてお忙しかったのに︑両

悠連句集﹄というのを頂いた︒現在かびれの小松崎爽青主

のが一番いいから爽青とやりなさい﹂とおっしゃって﹁孤

付けること﹂﹁あれこれ言わないで︑やりながら覚えてゆく

う﹂﹁付句は前の句からほんの少し︑蓮根の糸が引く程度に

に七・七の句をつけて︑三十六句続いて終るのを歌仙とい

それからは︑もう夢中になって巻いた︒付け味が分らな

﹁かびれ﹂を見ていると︑たまに連句の歌仙というのが掲載

もうと只々読んでみることにした︒今︑巻いている進行中

てこの句の後にこの句が付くのかと︑その感じ︑情緒を掴

うつ

あった︒ところが或る時︑知合いの方に﹁かびれ﹂という
結社誌の主宰︑大竹孤悠という先生が︑同じ市内にいらっ

される︒読んでもよく分らないけれど︑何んだか面白そう

の歌仙と﹃孤悠連句集﹂の中の歌仙とは全然異ったものな

くなると﹁孤悠連句集﹄を出し何回も読んでみて︑どうし

で︑何んとも気になる連句であった︒そして︑昭和四十七

のに︑例えば︿古稀とは見えぬ髪の豊かさ爽青﹀に対し

しゃると聞いて早速紹介してもらい俳句を始めた︒そして︑

年の﹁かびれ﹂七月号と八月号に︑小松崎爽胄の﹁連句の

て︑付句が浮ばず困って︑﹁孤悠連句集﹄のあちこちを読み︑

爽青

古稀とは見えぬ髪の豊かさ爽青

を読んで︑そうだ⁝⁝と︑

初花に蝶のまつはる午下り

母住む郷へいざ帰りなん孤悠

味い方︑観賞﹃鳶の羽の巻﹂﹂が掲載された︒それを繰返し
読んでいよいよのめり込んでいったが︑それでも︑面白い
とは思うのだがどうしてだか分らない︒そこで孤悠先生の
所へお伺いして﹁連句というもの歌仙というものは何んで
しょうか﹂とおたずねした︒先生は﹁五・七・五の句の次

ローーー
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そんなことが浮んでくるのか不思議であるが︑これは読ん

が︑突然思い浮んだりするのである︒どこに関係があって︑

砂流す箒目さやに月の庭幾多

たりでは華やかなものは避けるとか︑その気持で︑又その

には︑その前後は控え目に光るものはやめるとか︑花のあ

がら︑月・花の座ではそれを賞でる気持を盛上げる︒それ

いが気配りをするのである︒そうして出来たのが式目であ

座にお客様があれば花の出やすい句を付けて︑花の句をお

芭蕉は﹁文台引おろせば即ち反古﹂と言ったそうである

ろう︒発句から全体を見渡して︑同じもの︑同想︑同趣︑

だ句の情緒が溶け合って︑私の中に沈んでいた別の情緒が

が︑これは連句を巻いてゆく過程の大切さを言ったのでは

同景は勿論︑前に出ているものは二度は出さないように︑

客様に付けてもらい﹁花を持たせる﹂というように︑お互

ないかと思う︒そして現に反古とはならずに残っている芭

そして︑このあたりでは恋を出すとか︑春秋は三句続ける︑

生れてくるのではないかと思う︒

蕉の作品がたくさんある︒いや︑もしかしたら反古になっ

夏冬は二句又は一句で捨てるとか⁝⁝ＥＴＣ︒そうやって

思う︒そうやって練られつつ出来た式目であれば︑見渡し

た方がもっと多かったのかも知れないが︒それはともかく

時︑﹁あうでもない﹂﹁これでもない﹂と考えて︑﹁これだ﹂

てもなかなか気付かない︿さわり﹀を︑式目というものに

出来て来た式目は長い間の実作を重ねての結果の賜物だと

と︑浮んで付けた時のそのはずんだ気持はなかなかいいも

当てはめてゆけば︑一応はなんとか︿さわり﹀の少ない連

として︑連句を巻いてゆく過程︑あれこれと考えて付ける

のである︒連句は読むよりやはり巻いている方が面白い︒

句が巻けるということで︑重宝に使いながら改めあらため

﹁さわり﹂とか﹁花を持たせる﹂とか︑連句をやる前から︑

その過程が面白いので︑連衆として参加したことのある方

かし︑自分一人で張切ってみても駄目なものも連句である︒

私もいろいろの所で使っていた言葉であるが︑連句を始め

出来て来たものと思う︒

連句は連衆数人で巻くのが普通であるから︑自分だけ張

てみて︑それが連句から出た言葉であることに驚いた︒﹁場

なら︑きっと﹁うん︑そうだ﹂と言って下さると思う︒し

切って目立ってしまってもいけないし︑お互に支え合いな
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もよく使われているように思う︒﹁この話は指しさわりがあ

句の果て﹂もそうである︒﹁さわる﹂﹁指合う﹂という言葉

りする︒そういうのを﹁この子はきもどりがして⁝⁝﹂と

ちゃんと話が出来たのに舌足らずの赤ちゃん言葉になった

えると思うのか︑急に仕業が赤ちゃんみたいになったり︑

はよくないことのようであり︑おかしな事だということで

りそうだから︑止めておきましょう﹂とか︒相手の意見や

私は佐賀で生れ育って茨城へ来た︒九州は方言の多い所

ある︒このように連句用語が一般に使われているというの

言う︒なかなか面白い表現だと思う︒他にも残り御飯が二

で︑いわゆる誰ではなくて︑言葉として面白い言廻しなど

は︑それだけ連句が広く巻かれていたのだろうか︒今︑連

立場を考えて言う言葉で︑連句もそういう気持で巻き︑社

もあるようである︒その中に﹁季戻りがする﹂というのが

句が盛んになって来たと言っているが昔はもっと一般的な

日程たつと生米のように︑噛めばこつこつとするようにな

ある︒これも連句から来た言葉だと思うが︑連句では︑同

ことだったのだろう︒それとも連句を巻いたりしていた人

会生活にもその心を入れてお付合いしてゆけば︑スムーズ

じ春でも晩春の句に付けるのに︑早春の句では駄目で︑そ

達が︑社会的にも働きがあり指導的立場にある人達であっ

る︑このことも﹁きもどりがした﹂と言った︒今は冷蔵庫

ういうのを﹁季戻りがする﹂と言う︒勿論︑秋から夏へ季

て︑その人達の使う言葉が一般的に使われるようになった

にゆくのではないだろうか︒社会教育的な意味も出てくる

移りして戻ったりするのは絶体駄目である︒佐賀では︑きゃ

とも思える︒ともあれ︑これだけ一般に使われて来たとい

に入れるのですぐに﹁きもどり﹂がする︒やはり﹁季戻り﹂

ら柿が九月下旬から甘くなり︑それが少し色づくと︑よほ

うことは連句人口も多かったと思ってもいいのではないだ

かも知れない︒

ど良いものの他は又渋くなる︒そして︑その後真赤になる

ろうか︒

明治になってからはすっかり影をひそめていた︒しかし︑

こうして続いて来たであろう連句を︑否定した人がいて︑

と甘くなる︒その渋味の戻る現象を﹁季戻りがする﹂とい
う︒又︑三︑四才になった子供が下に赤ちゃんが生れたり
するとやきもちをやくのか︑小さいと皆にちやほやして貰
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して︑静かに細々と守り継いて来た人達もいたのである︒

その文芸性と共に︑芸術的なもの︑座の和やかさなどを愛

た方がいいと思っている︒

は良いと思うのである︒だから基本を学ぶ問は式目は守っ

される危険も生じて来たのではないだろうか︒現代連句は

今︑只面白いというだけで飛びついて来た人達によって崩

番の問題である︒絵であれ連句であれ︑又俳句であっても

そして︑連衆の気持の出ている連句が巻けるか︒これが一

を描くか︑自分らしさを出してゆく連句を巻くか︒座の︑

では︑そのしっかりした基礎の上にどうやって自分の絵

新しくなければ⁝：︒︑と言うのはやさしい︒しかし︑新し

技術的なこと︑それもたしかに必要で大切なことであるが︑

そうやって守り継がれた伝統的なものや作法︑式目などが

いというのはどういうことなのか︒受け継がれて来たもの

そのあたりにあるように思えてならない︒例えば︑人間は

ちょっと見ては分らなくてもだんだんと見えてくるもの︑

残ったもので理屈ではない︒式目も去嫌も一度よく頭に叩

万物の霊長で︑この科学の進んだ現代においては何でも出

を古いと壊したり無視したりすることではないと思う︒新

込んでからゆっくりと自分の中で自分のものとする努力を

来るようになるのだ︑自然も完全に管理してゆけば︑良い

底の方からじわじわと見えてくる自分らしさというもの

したい︒柔かくするというのか︑醸すといおうか︑そのあ

環境は作り出せるし︑人も動物も共存共栄してゆけると

しいということは︑伝統を踏まえて︑そこで学んだものを

たりの呼吸は人によって異るであろうから一概には言えな

思っているのか︒いや︑自然なんて生やさしいものではな

は︑自分の心のありように関わっているように思う︒自分

い難しさがあるが︑絵であればデッサンであろう︒現代絵

い︒自然は自然にまかせて︑それに人が合わせて生活して

栄養に︑昔のままでない自分自身を築きあげてこそ新しい

画と言い︑抽象画と言っても基礎が出来ていなければいい

ゆかなければ︑下手に手を出せば人類は破滅するそれが摂

の思想︑信念というと少々オーバーかも知れないが︑根は

絵は描けないと思うがどうであろうか︒きっちりとした確

理なのだと思っているのか︒これは両極端の例えなのかも

ものが生れてくる︒伝統として残ったものは良いからこそ

かなデッサンの絵であろうと︑抽象画であろうといいもの
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たに違いないが︑神話や物語に見る人の心理の普遍性には

ている頃からたいした変化は見られない︒生活様式は変っ

ざましい︒一方︑人の心や生きざまは神代の時代といわれ

をも含めて刻々と移ってゆくものである︒科学の進歩もめ

に関わらず作品に惨み出して来るように思う︒自然は人間

知れないが︑その人の考えが︑自分が意識するかしないか

えると︑これは声を出して詠い合っていたものであろう︒

も知れないが︑連歌︑遠くは歌垣という遊びまで遡って考

調べはよくありたいと思う︒連句の原点と言えば大袈裟か

なんとも面白く楽しいのである︒また連句は詩であれば︑

くるような付句を考えたいものである︒その阿吃の呼吸が

あり︑二句の間の言葉とならなかったものが楽しく見えて

ては進まない︒その糸の引加減の絶妙さが連句の面白さで

なって来たこの頃は︑調べが忘れられているのではないか

驚くばかりである︒移りゆくものと変らないものとの関り

連句について書かれたものは昔から数えきれない程のも

と思うことがよくある︒これからも︑この展開と調べに心

だとすれば声に出して調べが良くなくてはと思う︒芭蕉も

のがあり︑諸説それなりに真理であると思う︒それらを参

して連句を巻いてゆきたい︒式目に頼らなくても︑さわり

あいによって︑常に新しいものが生れてくる︒それを見つ

考にし実作の上で何時も心にかけたいことは展開と調べで

がなくて調べの良い連句が巻けたらなあ⁝⁝とつくづく思

﹁舌頭千転﹂と言っているとか︒字面の上で巻く連句が多く

ある︒芭蕉は﹁一歩も後に帰る心なし﹂と言ったそうであ

う︒二十年程前に一目惚れしてしまった連句に︑今も巻き

けて受けとめたいものである︒

るが︑連句の面白さはこの展開にあると思う︒一巻を通し

始めるとわくわくするのは変わらないのである︒

︵かびれ︶

ての起伏やひろがりが︑小説を読むように︑よく出来た映
画を見るように面白くいけばいいなと思う︒小説や映画の
ようにテーマにそって進むのではないのだが︑その流れや
展開の仕方の面白さが⁝⁝である︒一句と一句がどんなに
面白くても離れてしまっては味気がなくなるし︑付きすぎ
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敬白松尾芭蕉翁三百回諄回向文

敬って真言教主大日如来両部界会諸尊聖衆別しては本尊聖者惣じては壼空法界一切三宝の境界に白して
二口壁ごノ︑︒

つ弓

夫れ般若理趣経者︑即身成仏の経路︑頓証菩提の直道なり︒初中後善の文義遙かに衆経に越え︑一十七

段の利益︑普く群迷に被らしむ︒色声香味の境界は悉く菩薩の位地に列り︑欲鯛愛憎の煩悩は還って果都

に備わる︒この故に受持続調の人は永く一切の悪趣を超え︑修習思惟の輩は速かに無量の重障を消す︒

本日薮に連句協会主催の下︑俳聖芭蕉翁の三百回韓を大林会長︑国島︑今泉︑宇咲各副会長ほか役員諸

氏の壼力により︑翁の霊鎮まるここ義仲寺に於いて修し︑追悼供養の法相を荘厳し︑六種の供具を真し甘
わか

露醍醐の法味を捧げて︑翁の追福菩提を祈念し奉る︒

惟れば翁は正保元年伊賀上野に生を受け幼くより北村季吟を師として俳譜の道に入らる・廿八歳の時﹁貝

ぉほひ﹂を自選刊行︑江戸深川芭蕉庵に住し︑次第に独自の俳風を開かれる︒四十歳郷里におもむき︑尾

張にて連句興行して編みし所謂七部集の第一作﹁冬の日﹂より新しい俳風即ち蕉風を確立︑以後幾たびも

の行脚遍歴を重ね︑﹁鹿島紀行﹂﹁笈の小文﹂﹁更科紀行﹂ののち元禄二年三月から七ケ月に亘る東北への旅

の結果が不朽の名作﹁奥の細道﹂として結実す︒元禄七年西国へ向う途中︑大阪で病に倒れ︑旧暦十月十

一空／−

二日不帰の客とならる︒当義仲寺に葬られ近世最高の﹁俳聖﹂として︑その俳風は今日まで伝わり︑その
他の文芸にも強い影響を与えらる︒

弦に︑恭しく三百回忌の法筵を開き回向し奉る︒翁密教国土の浄刹に安住し俳譜文芸の益々の隆盛と連
句協会の発展を護持せられんことを︒

乃至法界平等利益
維時平成五年十一 月二十五日

総本山御寺泉涌寺宗務総長

法音院住職俊朝敬白
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蕉翁三百回忌を修す

中尾青宵

平成五年十一 月二十五日︑旧暦十月十二日の芭蕉翁命日に︑大津義仲寺にて︑連句協会執行による大遠
忌が営まれた︒

みてらせんにゆうじ

当日は全国の俳譜人を代表して︑協会役員及び近在並びに東京方面よりの連衆が参詣したが︑前日の時

雨模様も変り三百年前と同じ小春日であった︒義仲寺は無住のため︑京都東山御寺泉涌寺より川村俊朝宗

務総長を導師として迎え︑真言の尊経を上げ︑回向文に翁の偉業を讃えかつ追善俳譜集の奉納と手向句の
吟声︑焼香等をもって翁の霊を慰めた︒

元禄享保の頃の追稿は芭蕉高弟らの手によるものであるが︑百回忌二百回忌は当然のことながら芭蕉は

遠い祖師である︒年月と共に薄れ行くものがある半面︑明らかにされるものも多く︑三百年の今日なお芭

蕉研究は実を挙げつつある︒又俳譜連句は蘇り︑芭蕉を慕うこと更に切々たるものがある︒

平成の法楽は個人の勧進でなく︑俳譜連句を俳譜の正統として承継せんとする自覚の下に︑全国を友好
的に統くる当協会が取り行ったというところに今日の意義があろう︒

回向文は前記皇室御寺泉涌寺の俊朝師自ら起草墨書されたものである︒遠方で参列叶わなかった方々の
ため写文を掲載する︒

とまれこの大遠忌にめぐり合わせたのは︑俳譜人として誠に幸せなことであった︒
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第十二回連句協会賞発表

連句審査雑感

大林杣平
連句︵俳譜︶は付けと転じを主軸とする日本独自の短詩
形文学である．予選を経て入賞候補として上ってきた作品

そこで連句実作界の現状を瞥見するに作品の殆んどが歌

仙または半歌仙に偏重しているようである︒ところが古く

から別記のようにいろいろの﹁巻﹂が行われてきているか

ら平常の稽古からそれらに習熟しておけば実作時間の長短

など勘案して適当な﹁巻﹂を採用されれば作品にも変化が

出来て一層興味をそそると思われる︒また発表されている

連句作品の殆んどが手引書どおりで教科書型嵌まりで少し

も興をそそらない︒連句の本質が変化の妙にあることに思

いを致されて実作上一考されることが望ましい・

連句の﹁巻﹂と要点︵抄︶

名称句数折数花月要点

１表合８一二化一月百韻初オ

は特に注目して通読した︒けれども個別の作品についての
所感よりも︑ここでは連句実作界の現状に対する基本的寸

２十句表皿一二化一月古式百韻の表叩句

るもオ皿ウ８

３歌仙首尾哩一二化一月歌仙の初オ初ウ
４百韻首尾略一一花一月百韻の初オ初ウ
ジハツコウ
５十八公岨一一花一月句数は半歌仙と同じな

感を述べることとする︒

子規が連句非芸術論を紹述し一時頽廃の口火を切ったと
云われていた︒その復活を期して連句懇話会︵後に連句協
会と改称︶がスタートし協会賞制も設けられ︑漸次興隆し
つつあることは慶びとするところである︒
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６二十韻別
７短歌行型

８星韻詔

二一花二月オ４句花なし︑ウ６句
り︑ナウ４句花あり

月あり︑ナオ６句月あ

月あり花あり︑ナオ８

二二花二月オ４句月なし︑ウ８句

あり

句月あり︑ナウ４句花

二二花二月オ６句月あり︑ウ８句
り︑ナウ６句花あり

つ1

花あり︑ナオ８句月あ
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審査雑感
選考委員今泉宇涯
連句であるからには式目を基本にするのは︑当然である
が余りにも几帳面に式目に拘泥することには組しない︒作
品に即し︑臨機応変に変位し変形することも時に必要であ
ろシフ︒

だからと云って近時︑大衆におもねり連句の基本を習熟
させることに熱意を示さず︑ただ面白ければ︑楽しければ
よい位に迎合する向きも一部にはある様であるが︑これは
感心しない︒余りに安易な癖を始めにつけると漸時連句の
醍醐味に近づく時窮屈な思いをするであろう︒
佳作として蝿歌仙﹁雲の峰﹂小林静司捌を挙げる︒立句
は現代における偉大なる俳譜師清水瓢左師を下敷にしたも
のであろう︒風狂を受けて﹁蟹の盃台﹂とはおもしろい︒
蟹から眼を海へ転じ沖へ漕ぎ出すポートを捉へた︒ボート
レースは春だが︑これは無季︒能管を吹き始めた頃月が昇

りくる︑とは心にくい︒ウ麹の恋の場︑苦心の跡見え面白

い︒ナオの恋には変化あって新鮮︒其の他の月・花の空座

もしっかりしていて可︒︵以上︶
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選考雑感
選考委員國島十雨

﹃川勇み﹄は作品としては見るべきものあり︑入賞作品に

押している方もあったが︑座の文芸である連句の選賞とし

ては︑座の作品を大切にする考へから選外としたいとした︒

それはグループとしては四名いらっしゃるが︑両吟の文音

であるから︑他と同一の条件にはしない方がよい︑と思考

連句協会を通じると十二回の選賞となる︒賞の重複偏向を

ツァー軽々と︑⑮観光のバスを連らねて花の道︑いずれ

欠点として花二つが回想の感じである︒⑰花の旅自転車

したのである︒﹁色烏﹄の巻は︑よく出来た作品ではあるが︑

避けよの意思は当然で︑事務局︵仮称︶より二種類の調査

も乗物の花である．⑭雨乞いの日々⁝は夏季である．季移

つつ

協会賞︑予選の方々の御労苦に敬意を表する︒懇話会︑

書が添付されて来た︒Ａ過去受賞の結社．Ｂ捌の一覧表︑

り的だ︒この巻では⑦⑧で夏季が詠まれているなどで気に

なった︒﹃初懐紙﹄新年句を発句としている︒第三が葉牡丹

これを見れば受賞の年と回数が一目瞭然である︒
すり

予選作品を精読し︑添付書の精神に従い五篇と摺合せの

で︑しかも街の広場に植えられて・・・は転しがいまひとつ︑

春季であっても︑などと思った︒ところが名残表に入ると

参考にと数篇加えて選考理由を祥記し提出した︒本選の会
は病気その他の事情で欠席者が多かった︒取纏め整理され

なかなか味な付けが見られ︑楽しんでいる座の姿が感じら

が伝わって来て楽しい作品ばかりであった︒

られる︒受賞作品は夫々味があり︑新鮮︑自在︑座の呼吸

れた位だ︒勿論式目を大切に︑俳諸︑詩性︑社会性が求め

連句は季を大切に表六句︑月花の定座︑恋で決ると云わ

れた︒佳作だなあと思い直したりした︒

た第二次選資料が送付されて来た︒入選五篇は一︑二の意
向の相異はあったが︒調整出来る線に来ていた︒第二次本
選資料が来たからとて︑第一次選と異る選を提出する事な
どは勿論なかった︒

紙幅の都合もあるから︑私は五篇に選び得なかった作品
について私の理由を述べる︒
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今年の選考
選考委員土屋実郎
予選作品三十余巻が出揃ってから︑例年通りそのコピー

に別の振り仮名をつけている点遊びすぎかと思ったし︑巧

みな外交と四三の短句︑煩悩の数のという字あまりの句な

どあり流れを止めいるように感じてやめた︒﹁彼岸入り﹂も

楽しく賑やかに巻いているのだが︑一巻の盛り上りに欠け

て居り︑おままごとのおが気になった︒﹁春隣﹂は均衡が取

れて︑時事句︑恋の句も面白かったが︑二十韻はやはり歌

仙に比べて抄録のような気がした︒

かくて消去法によって﹁若鮎﹂﹁初懐紙﹂﹁川勇み﹂﹁花の

をとり鞄に入れて持ち歩いた︒時々取り出して拝見したが︑
どうも今年は決定打がない様な印象であった︒表六句︑恋

冷え﹂﹁拓実君誕生祝ひ﹂の五巻を推すことになったが︑就

感心した︒ただナオ六から九までのあたりは進展なく残念

句︑殊に脇句秀逸︑ナオニ場立の句︑ナウ三桝酒の句には

中︑﹁川勇み﹂が一番まとまっていて面白いと思った︒表六

月花に注意して︑いろいろ暇理はあるものの︑﹁色烏﹂﹁若
鮎﹂﹁初懐紙﹂﹁川勇み﹂﹁雲の峰﹂﹁弟子怠惰﹂︲﹁花の冷え﹂
﹁峰雲﹂﹁拓実君﹂﹁彼岸入り﹂﹁春隣﹂の十一巻が残ったが︑

﹁雲の峰﹂は湘南吟社の作品なのでこれを除き十巻の中から

であった︒﹁花の冷え﹂はウ四の恋句より次の恋離れのとこ

ろ︑ナオの恋四句の続きなど面白いと思った︒﹁拓実君﹂に

選ぶこととなった︒

は新しい感覚があるように思った︒ただナウ三の板チョコ

今年はこのあとの最終選考で三巻まではすぐ決ったが︑

しかしやはりここからが大変だった︒﹁色烏﹂はお休み︑

残る二巻の決定に手間どった︒例年のことながら協会賞担

お供物︑お酒と﹁お﹂の字のつく句が三句あった︒そして

多用は作品の質をゆるめる様に思えてならない︒﹁弟子怠

当事務局の労を多とするものである︒

の句には措辞に無理があるようである︒

惰﹂は自由に楽しんでいるが︑脇起りである点︑十二調で

これらのおはあまり効果をあげていないと思った︒﹁お﹂の

短い点で選から外した︒﹁峰雲﹂も面白いと思ったが︑牛馬
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ハ所沢・湘南吟社ｖ

歌仙﹃雲の峰﹄
雲の峰師の風狂を語り継ぐ

小林静司捌

小林静司
浅井園丁
金子恭子
倉間千代

蟹の盃台宴席の興

次々にボート漕き出す早や沖に
勝負どころはカメラアングル
蛭海停雲子

菅谷有里
高木義厚

能管を吹きをさめたり月昇る

籠いつぱいに秋の七草

ゥ径深し露喜びてまろび合ふ

恭

奉一三

惑はしの涙は閨の口説とも

厚

若やぎて着るアプリケのシャシ
消しゴムで消す過去を持ちゐて

代

冬至の粥に梅干の菜

鎌倉の五山の鐘に余韻あり

里

丁

圭云

月冴えて騎馬のロケ隊影早し

公定歩合下ぐも手遅れ

厚

司

秘密漏洩専務派と知る

コネもなく実力もなく金もなし

恭

代

湯元の煙もゆる糸遊

三百年経たる枝垂の花盛り

丁

ナォ仔猫の名拝借申し投書する司
バルセロナではスリに御注意雲

大孤描きて伝書鳩翔っ代

風を切り火矢にて聖火灯しけり

黒人の女の肌の妖しげに恭

言はい約束皆んな知ってる雲
教室は満席エイズ講義なり恭
湧き出るやうに地から松蝉厚
清らなる巫女橋渡る蓮の池里

アクセサリーに扇子よく売れ代

物語部落哀しや月蒼く厚

ボンネットバス田明りの中里
ナゥ崩れ簗残りし杭は水分けて恭

名代豆腐屋家伝練り味噌里

仁清の茶碗は母の譲りとか丁

蕉風連句夢の中興司

西洋タンポポ帰化の植物雲

為さざれぱ誰が為すべきや花の国恭

︵於・鎌倉七里浜自治会館︶

平成四年七月二十六日首尾

−3ラー

八岐阜・巴世里の会ｖ

歌仙﹁花の冷え﹄

座に若き医師迎ふるや花の冷え

大野国士捌

いつもあたしを旧姓で呼ぶ

ナォ春泥を避けては祖母の墓参り

ためらひ傷の腕をさし入れ

秘め事はポケットベルのメッセージ

二人目の子供生まれて恋も果て

今川焼の屋台始める

カラオケは聞くばっかりで鰭酒を

ヘロインを箪笥の奥にしのばせる

闇に葬る政治献金

靴音尖る夜の病棟

伊藤慎一

千載の月の満ち欠け変はりなく

大野国士
奥村中
土川修平
成瀬多恵子

蛙目覚める夢を見る頃
帆船は霞の中へ薄らぎて
安藤美保

ラッキー︶
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白きページを時の過ぎゆく

弧を描く莞を仰ぎ月を待つ

母を慕ひて泣きし少年

案山子の影の長く伸びたり

グランドの端に鉄棒影を引き

川の流れに揺るるコスモス
ナゥ山深き木曽路は坂の落し文
松尾一

士

慎

︵於・フィールド︑

平成四年四月十六日尾

平成四年四月九日首

お玉杓子の海を望める

背広着て門を出づれば花吹雪

幼なじみも今はエリート
中︲

多

保

ワ野菊摘み書斎の壺に活けてをき

着物の衿を合せ直さん

母の異なる姉と契りし

君とならラストワルッの後までも

屋上より拠つコップこなどなに

無音の彼方蝉時雨湧く

月涼し胸一杯の白き波

慎
士

ジグソーパズルやつと完成

加藤洋治

″

二筋残る蕎麦をつまめる

多

ビッグバーン神も知らざる世の初め

東風のくすぐるやはき耳たぶ

色と香を咲き競ひたる梅の園

慎中多治慎多一ノノ多治保一士保多慎一多

八三重・日ノ出連句会ｖ

歌仙﹃甘酒の句座﹄

猫柳活け磨かれし床

一椀の甘酒に酔い句座長閑

山根於京捌

谷口喜美子

松井郁子
高山孝子
中井信子
御辺卯樫
山根於京

心和ぐ蝶軽やかに舞い翔ちて
河岸からからと人力車行く
萩のこぽるるくずし字の句碑

ナォ初燕客待つ老舗香往いて
紐解けば落っ見せられぬ文

伊達めがね付まつげなどかいなぐり

天に画布あり飛龍現る

媚薬の効をじっくりと見る
親も子も離婚結婚くりかえし

ドン逮捕され自民崩るか

ホイッスルラグピーライン伸び縮み

乗り換駅の待時間なし

ガム噛んで異人陽気に話かけ

喜多井加寿

ナゥいだかるる別れのタンゴに燃えつきて
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描き割りの月煙々と村芝居

中世古正郎

ニュー自軽車がカラフルに過ぐ
尻尾なきマンボウ舵を取るが下手

水着姿の窓にあやうく

汗ばみて月昇りけりビルの肩

独りの旅にかくし酒持つ

孝

径

いとおしく切れぬ電話が三十分

寿

ゥ煮て焼いて酢にして鰯まだ余る

泣き黒子撫づ手の上に手を

郎

物識顔は煙草ふかして
花吹雪絵とき説法道成寺

海原渡り松に鳴る風

棟上げ祝う麗らかな午後

悩ましきマリリンモンロー今は亡く

″

孝

月皓々透徹万里無寸ノ草

信

帽正し巡回警羅赤い羽根

美

径

秤鰔垂唾一一一朋垂印牽︵於・なかむら館︶

町に猪出でて騒然

つい簡単にカップラーメン

一泉

おみくじに大吉多し花の宮

退職の老春を楽しむ

京裡京寿郁径郎ノノ信美郁郎美寿信美京美

八横浜・菱の実会ｖ

歌仙﹃峰雲﹄
跣足並んで洗ふ甲板

峰雲や七つの洋を憧る堅

幼さを売る角のご隠居

棟上は木遣の拍子賑やかに

中尾青宵捌

関戸逸朗
中尾青宵
加藤亀女
大木圭蒐

巌涼江
青柳登代子

亀

ナォ雲厳寺雛僧の提ぐ蜆籠
生家を避けて村で用足し

嫁取を酔ひたる兄がくどくどと

転勤先に炊しぐ佳き人

散水車撒いたそばから直ぐ乾き
つつ

玩具の砲で迎へ撃つ真似
かばね

玉虫の骸を月の慰めて

ハープ染するカルチャー教室

エアロビ大会作り笑ひを絶やさざる

首席随員巧みな外交

蛇がでるか鬼が出るかの大包
とばっちり避け猫の逃げ出す西尾拓

ハウツー本が店に山積み

ナゥ職人が減ってサラリーマンばかり
一況

宵

何につけ最后は体力ものを云ひ

秤鰄皿癖栃盟一計雌肥蕾︵於・菱川クラブ︶

都の春を惜しむ笛の音

天下人醍醐の花を見はるかし蒲原常

きざはし

煩悩の数の階を踏む

章冒

蒐
亀

宵

蒐
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月兎何匹棲むぞと問はるとき
さシくれ下駄にひょいと虫乗る
ゥホップ摘む詩情カメラに収めんや

村の娘とり−ド合唱

樅の木に恋名彫りしは我が秘密

老いてますます厳し親方

モウト

踏切で又立往生イ超
特急
力

牛が鳴くやら馬が就るやら

清

一湶

ボッキリと折れたバットで逆転し

宵

借金は月夜闇夜も雪まろげ
縄をかければなんと枯枝
立見の人に降らすポプコン

宣宮

かきわけてすぐに鑿る花筏

初蝶石に憩ふ一刻

亀盤宵蒐清涼牧宵喜清涼宵蒐亀涼蒐清宵

八東京・ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろばｖ

稚の泣く声頼もしき五月かな
宗我部雅辺

佛渕健悟

歌仙﹃拓実君誕生祝ひ﹄

木々の若葉も光れこの時
林宗海

辻杏奈捌

きりきりと藍染めの糸絞るらん
海野海砂
滝沢瀞越
木原閑幽

ナォ草萌えて明日出撃の命くだる辺
リリーフの君マウンドにたつ越
立候補いはく議会がアホやから砂

くつかふ眼鏡これも看板悟

絶滅種あまりに多き世紀末辻杏奈
ウイ−ン

維納の温室雪降りつもる小針朋夢楼
窓ごしに白息かけて﹁スキ﹂と書く越

師への思ひを秘めて嫁ぐ日ぽ

助手席の男だんまり決め込んで悟

ＦＭ放送フルートは鳴る幽
悟

赤穂の塩は白く哀しく小松狩人

泥鱈を提げて戻る住職海

月明りせせらぎに聞く初かじか心
伊藤卯舟

三原とんぼ

雀餌づけてしばし楽しむ
立待をうしろに村の幻燈会
篭の中より薫るマルメロ
ゥ秋澄みて絹の道行く髭の人
腕に彫りし名今はいづこに

秦野桃子
杉浦兼坊

幽

︵於・ＰＣｌＶＡＮパソコンネットワーク︶

蓉鰔皿蓉極朋計甲誇︵電脳文音︶

足生え初めし蛸斜の陽だまり辺

この星の幸集めたり花燗漫奈

ガレージセール売り切って〆悟

ナゥ貧の儀は莞爾と容れて迫らざる砂

酔ひどれて待つばかりなる我が恋ぞ

板チョコを噛むとおんぶの僕が居り小原洋九

パパのお船はアラフラの海

海

砂

日笠鉦へ︑心

こどもらの授業参観かち合ひて
くどくど事故の言ひ訳をする

悟

夜半となりて虎落笛止む
月凍てる当直明けの八点鐘

駐在さんも交じる碁会所

うまい夢ポケットベルが覚ます午後

辺

ぽ

宿無しの猫うづくまる花の下
すてる名もなし見やる春雲
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〃連句協会賞″選考経緯
連句協会賞事務担当
◆本年度の協会賞選考の予選は︑協会常任理事及び理事の
各半数に依頼し︑別表の通りの推せんを受け︑この中か

しかしそのことは︑一方では客観性というより主観に

よる選考となり︑それはそれで意味があるものの︑文芸

作品の優劣を定めること自体無意味ではないかという一

般的批判を抱えることともなる︒

◆過去十一回の本制度により︑受賞結社は弱︵うち二回以

上８社︶︑捌者調︵うち二回以上９人︶である︒︵第十回

迄は︑協会賞と佳作賞の別あり︶

協会賞は先記の通り優秀作品であることは当然なが

ら︑連句を愛好しかつ指導普及に尽力されることも協会

ら二度の本選を経て︑五篇を授賞とした︒
◆選賞の対象は︑近時︑受賞していない結社︵座︶及び捌

としての選賞とあらば考えられるべきポイントである
ア︵︐／Ｏ

者で︑連句創作への執心と普及の熱意があり︑かつ作品
に孫色のないものという基準により選考された︒

◆元々年鑑登録と選賞を自動的に併行したのは便宣的であ

従ってこれを意識的に分離し︑ベテランや過去受賞者

◆作品の極端に優れているものと全く初心の劣ないものと

序破急の変化︑打越と三句の渡り等の乱れは心得とし形

︵グループ︶は︑暫らく選考対象となること自体自ら遠慮

り︑初期の数年はともかく︑十年も運営して来たのでは

式上の問題作品は少なくなった︒従って発句脇第三の句

することとし︑年鑑登録をもって︑選外として優秀作品

の差は歴然とあることは勿論言を俣たないが︑協会結成

自体︑月花や恋の句自体の新鮮さと変化及び格調︑地の

或いは新機軸の作品を意欲的に発表してもらうこととす

諸種問題も発生する︒

句の呼吸︑その他随所の新鮮さ面白味等にポイントが

る︒又︑元々被選を快しとしない方やグループも︑その

後連句作品の力量は総体的に向上し︑或る程度の式目︑

移ったことは一応の進歩であり︑当然であろう︒

−40−

本意通りに年鑑登録をもって選外活躍をお願いする︒
◆既受賞グループに於いて︑中堅捌手の勇気付奨励のため
選考対象としたい意向もあろうが︑当該グループが過去
五年以内に受賞がない場合に対象とする︒但し︑特段に
佳作があれば考慮する︒

◆籾︑選賞についての︑地方大会その他催祭に於ける実行
については︑協会が主催するものではないので論を措く︒
いずれにせよ一つの行為については︑長所と弊害があり︑
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又当初の事情は数年後には状況変化していることを忘れ
てはならないであろう︒
◆連句
句協
協会
会が
が︑
︑十
十年
年を
を経
経一
て 一つの目的を達し︑新たな目標
に進む為に諸運営の改変を予期するということ︑それは︑

真に連句を創作して楽しむ︑鑑賞して楽しむという本筋
に関与して何を為すべきかということであろう︒建設的
な意見を期待する︒

I

︽隅雌聞十叩一一面・鐸詳暴︾
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１
Ｉ
平成五年の連句界
土屋実郎
このところ全国的に連句関連行事が急増して︑応接に暇
なしの感がある︒ちょっと日誌風に列記してみよう︒

基金会館︒⑩七月二十九日︑三十日︑宗祇忌記念連歌研究

国際集会︑東海大学湘南キャンパス︒⑪九月三日︑四日︑

第五回全国連句新庄大会︑新庄市民プラザ︒⑫九月十五日︑

第一回関西連句を楽しむ会︑京都法然院大書院︒⑬十月十

日︑十一日︑国民文化祭いわて兜全国連句大会︑花巻温泉

ホテル千秋閣︒⑭十月三十日︑第二十一回俳譜時雨忌︑飯

田橋家の光会館︒⑮十月三十日︑三十一日︑とよた連句恋々

祭︑豊田産業文化センター︒⑯十一月七日︑時雨月連句大

会︑連句碑除幕式︑熊谷常光院︒⑰十一月七日︑三重県プ

天神藤まつり奉納正式俳譜興行︒③五月八日︑第五回胄時

カウンセリングセンター︒⑳十一月二十五日︑芭蕉翁三百

一月二十日︒連句と心の健康講演会︑講師浅野黍穂︑日本

レ文化祭連句大会︑津市勤労福祉センター︒⑱十一月十四

雨忌正式俳譜興行︑浅草伝法院︒④五月三十日︑第十二回

回忌法要︑同追善俳譜集奉納︑大津義仲寺︒⑳十一月二十

①一月十三日︑岩手県連句を楽しむ会︒︵このあとこの会

大山阿夫利神社奉納正式俳譜興行︒⑤六月十三日︑連句協

八日︑栃木県第一回連句を楽しむ会︑宇都宮市中央公民館︒

日︑愛媛県民総合文化祭連句大会︑宇和町文化会館︒⑲十

会第十二回全国大会︑赤羽会館．⑥七月三日︑全国連句い

⑳十二月四日︑抱虚庵八世襲号正式俳譜興行︑富岡八幡宮︒

は二月から九月まで七回催された︒︶②四月二十五日︑亀戸

なみ大会︑富山県井波町瑞泉寺︒⑦七月十一日︑栃木県連

会長に推戴された︒大林杣平新会長が誕生し︑時代に即応

ざっと以上の通りである︒本年は阿片瓢郎前会長が名誉

連句フォーラム鯛︑静岡県奥浜名荘．⑨七月二十五日︑第

した蕉風連句を標傍して居られる︒新たな実践と模索の時

句協会設立総会︑宇都宮市県青年会館︒⑧七月二十三日︑

四回連句協会千葉県支部連句大会︑市川市山崎製パン厚生
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こだわらず︑出入り自由︑主義主張も自由ということで発

主催の﹁中央連句会﹂を計十二回開催した︒これは結社に

女性史﹄につづいて出版され︑ユニークな視点から連句に

にした市井の女たち﹂が前著の二巴蕉にひらかれた俳譜の

連句関連の著書としては︑別所真紀子著雪言葉﹂を手

エクリチユール

媛県民綜合文化祭連句大会作品集﹄などがあった︒

足した︒巧者も初心も気軽に参会され風交を広めるのに役

光が当てられた︒また岡本耕治著﹃曽良長島日記﹄は﹁奥

機が到来しているものと思う︒これに呼応する如く︑協会

立ったと思う︒

微笑﹄︒磯直道・日笠靖子共著﹁去年今年﹄︒やみつくば会

る︒作品集としては︑阿波野青畝監修︑岡本春人編﹃花下

日頃から敬愛している翁への賛美の発露であり集積であ

連句九十六巻︑発句三百九十句より成り︑われら連句人が

前述の﹃芭蕉翁三百回忌追善俳譜集﹂が完成した︒これは

会からは十二冊目の﹃兜年版連句年鑑﹄が出版され︑また

瓢郎氏の労に感謝するものである︒﹁季刊連句﹂﹁都心連句﹂︑

ものであり︑その功績を称えると共に二十年にわたる阿片

刊となった︒本誌は今日の連句協会諸活動の基盤となった

として発刊されて来た﹁連句研究﹂が一○八号をもって終

彩な論文が掲載されている︒一方永年にわたり連句専門誌

さんにより創刊され︑結社をこえた広範な執筆陣により多

連句専門誌としては︑季刊誌﹁れぎおん﹂が前田圭衛子

の細道﹂以後の曽良について博捜︑研究している︒

編﹃俳譜やみつくば﹄︒下房桃蓄編﹁木馬狂吟集﹄︵これは

﹁芭流朱﹂﹁俳譜接心﹂も順調に刊行され︑﹁自燕﹂﹁丹想﹂

次に出版物であるが︑これも昨年に倍する勢である︒協

前句づけ︶︒鈴木漠編﹃虹彩帖﹄︒猫蓑会編﹃猫蓑作品集Ⅲ﹄︒

﹁獅子咄﹂﹁草茎﹂﹁あした﹂﹁かびれ﹂﹁朋﹂等の俳誌も連句

なお記すべきことは多いが︑最後に熊谷常光院に建立さ

赤田玖實子著﹁蕉風俳謂連歌﹄︒磯直道編﹃葉月会連句集﹂︒

中七歌仙﹂等があり︑連句大会での作品集としては︑﹁全国

れた二つの連句碑が本年の象徴的事業であったことを記し

作品や評論を掲載して連句普及に貢献した︒

連句いなみ大会作品集﹂︑﹃全国連句新庄大会作品集﹂︑﹃第

て筆を掴こう︒

三重連句協会編︑﹃連句三重作品集仙﹄︒谷中連句会編﹁谷

三回さいたま文化祭協賛連句大会記録集俳譜百菊集﹄︑﹃愛
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連句碑㈲

平成五年十一月七日埼玉県熊谷市の名刹天台宗別格本山

常光院貫主小久保康田大僧正の発願により日本で初めて現

代連句碑二基が建立された︒一基は芭蕉翁三百回忌追善世

吉﹁旅人と﹂の巻で︑協会埼玉支部の五周年を記念し︑支

部に協力頂いた連句協会の幹部を中心に巻かれたもの︒

もう一基は歌仙﹁浬藥図や﹂の巻︒常光院の文化財であ

る浬藥図をみた連句協会顧問暉峻康隆︵桐雨︶先生が感動

して詠まれた発句に宇咲冬男連句協会副会長が脇をつけて

歌仙として満尾したもので︑二基とも根府川石の大きな碑

で連句の普及に永く役立つ碑となった︒
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̲に

句碑裏面銘

平成五年十一月七日桐雨・暉峻康隆誌

の巻である︒院主の懇請により︑望外の建碑となった︒

する俳譜を所望された結果が︑この﹁両吟歌仙浬藥図や﹂

ていた常光院主の実弟の宇咲冬男さんが︑この句を発句と

のであろうと︑この歌仙の発句を即吟した︒すると同座し

せずとも︑慈悲をはじめて説いた釈尊の死を悲しんでいる

いる情景を見て︑カルチャーショックを受けた︒仏法は解

じって︑煩悩や彼岸と無縁の鬼畜のたぐいが突き悲しんで

混藥に入る頭北面西の寝釈迦を囲み︑仏弟子や菩薩にま

たことはあったが︑腿尺でまみえるのは初めてであった︒

当寺秘蔵の指定文化財﹁浬藥図﹂を拝見した︒再三遠望し

平成四年仲春の一日︑常光院にての俳席に招かれた際︑

ハ

冬男・宇咲冬男
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口

連句碑目

おもい遙かにまわす地球儀

藤いすに印度紅茶の香り来て

潮騒あおき船盛りの鮨

夢のせて裾野をはしる特急車

指さすところ燃ゆる夕富士

雁くると子を連れ犬も転び出て

無を念じつつ浮かぶ昼月

老僧の微音読経に木の実降る

伴和子
小林照

浅野黍穂

浜野澄江

大柿春野

石渡夢八

伊藤薮彦

今泉宇涯

島根岳堂

鈴木良戈

砂あらし忘れ得ぬ日の温もりよ

食後二時間胃が痛む癖

上田溪水

下鉢清子

大年の月昇りたる閑けさに

塚本田天志

ウィル・ユー・マリー・ミーと耳打ち

論議寒む寒む政治改革

西原久女

杉山起誉女

不況風筑波を降り利根に荒れ

引地冬樹

黄泉よりの君の便りを待ち佗びて

歌仙巻かむと般若湯汲む

郷みや

上谷昌憲

日輪の上を一途に花筏
城祉のほとり繧秒と春
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議識琴錘鐸︾

J唾二蕪題二寺ﾆ日や,浄

無

寧驚

. .話端

碑銘
正岡子規が明治二十八年﹁連句は文学に非ず﹂と言い放っ

て以来低調ながらも実作されていたそれが昭和五十六年

連句懇話会︵のちの連句協会会長阿片瓢郎︶が発足六
十年第一回国民文化祭東京発会後連句は徐々に拡充して

行ったこれより先昭和四十八年国鉄市川駅前に市川俳
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譜教室︵主宰今泉宇涯︶開講俳句と連句のメッカとな

松籟を吹き興さむことを
平成六年六月吉日

今泉宇涯謹言

その志の壮なる偉なる連句界の重鎮として永く俳諸の

三番目千葉県として最初の連句碑を建設したものである

り市川俳譜教室有志十八名を募りわが国現代連句碑として

し年一回の不動院連句作品十八句を飾った之が機縁とな

畔に立つ歌仙板に想を得て院庭に白木造りの歌仙板を設立

正島根岳堂と今泉宇涯とは岐阜県郡上八幡なる宗祇の水の

五十九年市川市東菅野なる真言宗豊山派不動院住職僧

る

作

ロ叩

ｌ連句グループ五十音順︲

︵※印は選賞辞退作品を示す︶

宏

八東京．ああノ会ｖ

歌仙﹃天国自由切符﹂

生
生艸智艸宏生艸智宏生智艸生宏艸智

四嘘

夏
蓼那

蒲公英の余せる乳の冥さかな

二輪車で往く桃園の路次
おお雲雀定形否とよ非定形

能面の裏穴ばかりなり

ナォポケットに熊のプーさん牧開く宏

いづこ目指せる果実酒の酔智

宏

玉霞旅客機すべて鳴り出づる艸
橋の上ゆくゲンゴ・オオタカ生

受け唇をくっきりと描く昼下がり

ＣＴスキャン癌が満杯生

一目惚れなり尽すばかりよ智
夏安居あの乳房またかの乳房艸

艸

領収書ためつすがめっ明石町宏

三鬼は死して石榴残れり

古里は北夕百舌鳥の声宏

思ひ羽も風切羽根も二十日月智

大き楕円の中に座したる智

ナゥ垂直に歩み念怒の雛刻む生

春の疾風が発止赤鼻宏

染色体つ
まみ出されし箸の先艸
はやて

︵於・輝璋噺稻一群にル︶

パラグライダー我も陽炎

四拍子十六秒で花が散る生

平成五年四月一日首尾

−う0−

冑騎士の生れけり蒼き月満ちて

潮のリズムに秋を聴くひと
ゥ氷川丸より鈴江倉庫へきちきちと

いとけなけれど愛の小夜曲
かくなれば刺すよりほかはありません

混線電話﹁コルト﹂入荷す
今日も今日も解析概論老教授
マルテの手記に挟む膳の緒

すね

ヒポポタマスの耳と眼と鼻月暑し

新樹・靴擦れ︒遅き弁当

今生の蛍の海を父と母

天国自由切符懐中

八街の大路花びらまるびゅく

蒟蒻植ゑる貴公子の糯

川篠粉村
野見川野

﹃薫衣香﹄

かくいえこ重フ

八松山・藍の華ｖ

よそ

鈴木春山洞捌

井門可奈女

鈴木春山洞

白方筍子

余所行きを脱ぎ散らしけり薫衣香

袖だたみする部屋青簾

洞

は

七色の美しき絵の具を揃へゐて

白絹長くのべて置きたり
銀砂壇築ける庭の月の光
萩の一叢乱れ咲いたる
洞

筍

筍

力

筍

井ノロカズ子

ゥ蜻蛉取り家とび出して寺の沼
ひっそり佇てるひとの痩せ肩

奈

かげ

足音を愉み近寄り目隠しし
はじらひ濃き匂ひ昂まる

力

は

も

ナォお遍路のがやがやバスを降りて西力
田の面を移る淡き雲あり
筍

海道は松の並木の老いまさり洞

旅ゆく男女賑やかにして力

ひと

他眼さけ池の金魚を掬ふ児等奈

水着のギャルの高き矯声洞

接吻熱く恋抱擁す奈

嬉しさに心も弾み手を把りぬ筍

思ひきりよくバイク発進洞

吐く息も吸ふ息もみなせつなくて力

琴の響きの爽涼を聴くカ

ベランダに集ひ仰げる月今宵奈

エニョール現象次々起る奈

ナゥ蝮捕りあわてふためき捕り重ね筍

地球上いつも戦のニュース聞く力

着飾れる娘の十三詣リ奈

母をいざなひ茶屋へおもむき筍
掌ラに花片を受けいとしめる洞

︵於・松山久万の台松久庵︶

・秤鰄亜蓉畦朋二什乍串壼︵出勝︶

弓1−

ジム

むら

拭き掃除ゆきわたりたる廊下なり

神楽観る人背のびしてゐる

値よく売れゆく緋の相場
寒晒造る夜ル月更けもゆき
細川流記者会見はペン指名

新内閣は芝生に並ぶ

日本のここにも花の咲き栄えて

霞む山脈遠く眺むる

奈筍洞奈力洞

八仙台・青葉城連句会ｖ

葉書通信号を菫ねて

ナォ蓬餅季節となれば母を恋う

鹿威し鳴る庭のかたかご

開けておくことももてなし舂障子
小野寺妙子

小野寺信一郎

佐々木志遙

障﹄
歌仙﹃春子

美人アナ歌番組をとりしきり
噂のひとと弾むデュエット

万葉集講義長閑かにメモとりて

佐藤ちよ子

長田雅道

小野寺妙子捌

みやげの土鈴五ついろいろ

福田けい子

月今宵窓に患者の来て憩う
語らうごときゆるる白萩

燗きき過ぎて持てぬ盃

途切れたる間歌泉の噴くを待ち

大川の流れの果てに昇る月

ナゥ北からの便りはすでにそぞろ寒

つい

時代に潰え残る碑

陽だまりに居眠る老婆背なまるく

朱き座布団敷く招き猫

幾種もの野草あつめて健康茶
首相変われど景気変わらず

妙

郎

お守り首に下げし愛し児
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伝説の姫の化身の冬椿

薄の穂波往く人に揺れ

遙

鈴木文男

に
思い出多き郷く里
の分校

ゥやれ嬉しばった飛び立つ道の端

送られて又送りゆく土橋まで
カルピスの味胸にこみあげ

花の木を数えて合わぬ行き帰り

秤鰄垂︾十泗朋牙肥霊︵文音︶

閾竜灘にのぽる若鮎

ち

け

道

高みより花火を愛でる月赤し

男

馬簾は軒に古き町並

空遠く御座船描く時計塔

祭りの主役子供等にあり

遙

道

妙

郎

醤油焦げ夜店に臭いたちこめる

日差しの中に蝶二つ三つ

下馬札の文字太きまま朽ち
御所公開左近の桜すでに散り

男遙けち道妙遙郎男けち道妙郎遙男けち

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃冬﹃の雲﹄

歩み確かな枯萩の園

冬の雲みだりに浮きておりはせず

発掘の調査を今度まかされて
過ぎゆく刻を寸時惜しめり

部屋の奥まで鵯の声

旬のもの山と盛られて月待たる

大豆生田伴子捌

宇咲冬男

習い始めし琴の稚なく歌

ナォ新社員ベンチに未来思いおりち

了りを見せぬ綾取りの糸歌

冷泉家今も血筋の守られて冬

折れし氷柱に凶の占い伴

寒水仙また咲きくれし庭の隅浪

細き肩抱かれ心決めていし歌
遊ぶつもりが淵にはまれりち

小久保ちよ子

山本歌代子

山崎浪江

ち

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成五年一月十四日首

平成四年十一月十二日首

巣から湧きだす千の蜜蜂冬

桜橋しっとり濡らす花の雨浪

ふと偲ばるる樋口一葉歌

とりどりの飴屋横町幾曲りち

カランコロンと朴歯鳴らせる伴

ナゥ運動会パワーシャベルも止まりいて歌

土蔵に映ゆる赤き草の実浪

十六夜の月がかたむく道路鏡ち

友の急死はなおさらの事歌

エリザベス女王の嘆きひとしおに伴
歌

浪

ち

浪

冬﹃

浪

ゥ秋遍路リュック背負いて秩父へと

大豆生田伴子

音楽だけがから廻りする

サーカスのライオン椎を飛び出して

浪

カンボジアへは行かねばならず

髪の長さをふと疎ましく
おぼれ呑む男涙の酒徳利

灼けし日沈んでしまい終電車
寝過ごしているお祭り帰り

伴

″

伴

冬︑

歌

干されいてぴんと張りたる木綿生地

紙ヒコーキがふいに舞い込み

ていねいに磨きて大き花の窓

朧に光る湖の面
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八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙ご烏の﹄
宇咲冬男捌

頭かくして尻をかくさず浪

ナォ猫の子の遊び疲れて眠くなり英

ドイツ・イギリス・日本・アメリカ順

外交の切り札となる金の束乃

雪の窓辺で燃えあがる恋乃

毛皮着て自動ドアーに挟まれし林

中和枝

宇咲冬男

今を盛りと匂う紅梅

大時計あしたへ刻をきざみゆく万

一烏の声に春立つ寺苑かな

木暮万里子

後の月何故かこころに泌む夕べ甫
関根雪子
山崎浪江
半田幸子

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成五年二月四日首
平成五年四月一日尾

うらうらららとふる里の川

市庁舎の花のさかりを落成す絢

名残の霜のゆるびたる昼和

スピッツ犬のめっきりと減り〃
ひと部屋に並ぶＯＡ機器数多冬

ナゥ踏んばるも西郷像の冷え冷えと和

胡桃の殻のなかなか割れず順

砂丘遙かに松の影濃し浪

新幹線は西と東に栗原英甫

腕の中あとは野となれ山となれち

山司英子
蓮見林

白根順子

大試験平常心で出向くらん
朗報待ちてギター爪弾く
悠々と天空を行く真夜の月
露寒の野の白じろとあり

山本歌代子

高橋たかえ

貫き通す初恋の人

柴崎絢子

ゥ遠ざかる外国船に秋惜しみ
髪の長きをいとしみて柿く

焼印うすき宿の庭下駄

全力で君を守ると云う手紙
佇めばみな寄り来たる池の鯉
榛名富士しずかに夏の月のぼり

順

沢田乃芙子

絢

ギヤマンに受く地酒少々
百号の油絵やっと仕上がりて

万

た

冬︑

漢方薬のふつふつと煮え
花冷えの去ったあとには花の雨

豊かになびく佐保姫の裾
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八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃夜の匂う﹄
宇咲冬男捌

柴崎絢

小久保以

宇咲冬﹃

網戸に近く置ける文机
中和

夜の匂ういずれの若葉かは知らず

馬車の横切る広き庭園
西原山石

ナォ朝地震の少しく揺れて春暑し岩
掛け直したるシャガールの額以

料理自慢の独身社長和

木彫の安楽椅子にねむる猫絢

こころまで病みこもる夏風邪以

祭髪男まさりに惹かれたる岩

駆け引きは仕かけられたり仕かけたり絢

軒を並べる八百屋の値札和

下町の道幅狭し葬の列岩
鐘韻々と刻を報せて以

月今宵父娘の心通いあい絢

鳴門の海に満てる初潮和

ナゥ張り替えて障子の部屋の整いし岩

国の誹りがふと口に出る以

褒賞を祝う集いの輪となりて絢

畳の上に積まる座布団和

花冷えの思いのほかに強かりき冬
天まであがれ黄蝶白蝶

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成五年五月十三日首
平成五年八月十二日尾

−ララー

呼びりんの夢かうっつか聴こえきて

秋の岬に波のたゆたう

舞姫のいよいよ月の美しく

誠貫き孤独なる時

ゥ炉火恋し人のことばのつきささり

北欧土産棚にさまざま

フォーカスをされしが縁の新居なる

引越しの荷に思案続きし

下戸ながら洋酒の壜に魅せられて

黒く眠れる白鳥の群

水底に凍てつきいたり冬の月
アイドルをひと目見たさの楽屋口

右も左も警備員立ち

大江戸を偲ぶ皇居の花明り

遠足の児等一列にゆく

和絢冬以岩和絢以冬岩和絢以子枝子久男

八東京・あした連句告ｌその四Ｖ

歌仙﹃淑気かな﹄
白根順子捌

白根順子

ナォ残る雪表札の墨あわあわと順

幾年会わぬ幼な日の友乃

宿帳に夫婦と書きて泊りいてう

今宵のシャワー念入りに浴ぶ順
シクラメン長旅をして萎らせし乃

荒川に増す鴨と白烏う

下着も絹となりしこの頃浪

吉と出し神籔の文字の淑気かな
沢田乃芙子

さらさらとシンセサイザー漏れてきてう
ち

山崎浪江

浪

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成五年十一月四日尾

平成五年九月二日首

花万朶石組のこる三の丸乃
踊に湿る朝の春土

寝不足の目に飛びこみし計報記事ち

時差を加えて国際電話う
備忘録には今も寮歌が浪

ナゥ爽やかなカリフォルニアへ帰ろうか順

色槌せしてるてる坊主雨の月ち
唐もろこしの程よく茄だり浪

隣どうしは垣根をひくく乃

自由化に為替相場の波うねり順

風に乗りたる追羽根の勢
料蛸の湖は漣たたむらん
清水うた子

よい子は帰るお時間ですよ

裏山に青き匂いのおぼろ月

順

小久保ちよ子

苛薬の芽のふくらみてきし

ワ好物はカレーライスとかにサラダ

ち

アフ

インド帰りが病もち込む
羅に懐妊の身を隠しつつ
窓辺に寄せし低き藤椅子

乃

むっくり起きる足もとの犬

スリラーの犯罪ルート見えはじめ

浪
順

ち

望の月方丈の影濃くありて
新酒新米どさと置かるる

乃

頂
Ｉ

秋場所の優勝力士にこやかに

どこにでもある○○銀座

津フ

浪

花びらを曳きてバイクの疾走す

昼をのどかに一筋の道
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柚木治郎捌
柚木治

ナォ黙々と逃水を行く山頭火

うしろ姿も酔うて候

それぞれに同窓会のおなぐさみ
ドラマのようにゆかぬ睦つ事
火蛾の舞愚かしきとも憐れとも

Ｇ線上のうっっ世の夢

ちんちんと金の茶釜の湯が鳴って

狸親爺の遠忌近づく

来し方のことに触れれば冷やけし

人に托さず稲扱きを終え

白

順夜治双順治夜順双順治夜順双順治夜順

八東京・あした連句会その五Ｖ

歌仙﹃夕寒﹄
峯離る雲追う無職の瞳や夕寒
岩城順
角田双
白根順
高野夜

ベニス・ローマへ懸賞の旅

満月を戴き浮かぶ祭舟

野に凍鶴の身じろぎもせず

ナゥオードリイ・ヘップバーンの死を悼み

笑いこらえるふるさとの山

雪女郎現るる気配の灰明り

︵文音︶

暮六つひびく晩春の磑

花の浪抜き出て丈を競うビル

平成五年十月十九日首

平成六年四月六日尾
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紅葉散り敷く寄り付きの寂

順双治夜順双順治夜順双順治穂子柿子郎

岩

白

岩

白

柱にもたれ月を待ちおり
悪なく菊の展示の幕あきて
乗り継ぎ長き地下鉄の駅
煉炭の目の赫々と怒りだし

おちこち響く俎の音

ゥ石に座しポケットの鍵もてあそび

認知する子が次々と増え

こいさんの未来はわてが引き受けた

種つけのベテランにして愛犬家

観音さまのおだやかな笑み

浦凪いで海一条の月の帯
冷夏湿りに錆をます釘

延長の国会議事の遅々として
烏も鳴かずに居眠りをする
飛花落花風馳け抜ける杣部落

大好物の菜飯青饅

LL』

皿4

岩

白

石

白
石

白
岩

八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃七草の﹄
七草の七の命を賜わりぬ
おしどりの曳く水尾の濯

柴崎絢子捌

柴崎絢子
白根順子
野口清子

中和枝
宇咲冬男

高橋たかえ

山崎浪江

似たる面輪の縁集えり

寒明の古墳の肌のやわくして
風船逃がし泣く子なだむる
新しき雛にあまねし夜半の月
ゥきのうまで元気な母は黄泉の旅

和

半田幸子

引越しの荷の積まるトラック

降り立ちし石垣島のひとの情

順
冬﹃

ゆったり纒う芭蕉布の帯
明急ぐ外科医の胸の厚きこと

清水うた子

″

祀られし巖の祠のぽっとあり
卑彌呼の鏡見つけ出されて

清

泉の月に鎮むきぬぎぬ

イヤリング自分であける耳の穴

絢

沢田乃芙子

冬︑

た

あれやこれやと迷う買物
灯ともし頃に春時雨くる

花疲れ地下の茶房の堅き椅子

ナォふっくらと上がりて繭の白かりし和

杣の土産のおぼこ人形乃
大臣の系図は今も重くして和
間口の狭き京の家並み絢

悴かめる手に息かけて菜を洗う山司英子

後姿の美しき襟巻蓮見林

順

四畳半やがて一つのシルエット田村登美

すっと離れる自動改札和

残高を確かめてみて驚いて林

あすをのみまた思いわずらう

裏木戸の松やや寒に揺れ乃

名月の禅寺へ径真っ直ぐに登

鼓笛隊ゆく駅前広場浪

ナゥぬくめ酒国に錦をつれ帰り清

くり返すニュース電光掲示板英
うわさ話もいつしか消えて絢

声わきあがる陽炎の中和

花匂う山ふところの侘び住まいた

︵於・熊谷ニットーモール文化教室︶

平成六年四月七日首
平成六年五月五日尾

一ラ8−

八東京・あした連句会ｌその七Ｖ

半歌仙﹃滴りを﹄
やまとみず

滴りをうけ日本水汲みにけり

岩に腰かけ脱ぐ夏帽子

都会ではファッションショー開かれて

窓に置かれし松のひと鉢
知らぬ間に十六夜の月さし込める

遠く近くに聴こゆ鹿笛

ワ秋祭果てて塔影池に澄む

後姿の髪の愛しげ

流調な言葉で碧眼誘ひくる

宇咲冬男捌

澤田乃芙子

宇咲冬男

久一

小熊廣美
乃

廣
冬︑

乃

冬﹃

乃

廣

地方公演ひっきりなしに

乃

忘れ得ぬひとロケットの中
机上には五線符用紙広げられ

廣

冬︑

雪の達磨の頭でっかち

廣
乃

冬月を来てブランデー掌にぬくめ

病んでいる子を遺したる少林寺

入学式を目の前にして

寒﹃

廣

何もかも包んでしまう花の雲

揚ひばり鳴く空の広々

平成五年六月二十七日秩父路車中で起し
同日寄居町茶房﹁雪詩慕雪﹂で満尾

−う9−

ハ大阪・あしべ俳譜塾その一Ｖ

歌仙﹃海神﹄
海神も留守かや北の涛静か

ナォジェット便西へ東へ翔りゅき
カードライフの軽いポケット

楽しさは躁欝病の躁の時

恨むか笑むか小面の寂び
道行に畳みかけたる七五調

愛の秘薬はらんびきで煮る
テキーラの宿酔とてまだ溥れ
ルポのやらせが又も話題に
水無月の孤島へこども探偵団

びっしり露に湿る足元

一閃の蛾眉に憶ふは母のこと

づ
氷ひ頭
の繪の赤絵蓋物

ナゥ支那といふ彪大な国ありにけり

ランドサットの映像を観る
週末はいづこもゴルフ狂騒曲

泥を運びて烏の巣作り

︵文音︶

おぼろおぼろに夢の来し方

ほと灯る花のみ寺の明り床

平成四年十一月十日首

平成五年五月七日尾

−60−

初時雨して月は濡れ色

炉の主胡坐ゆったりと寛ぎて
真贋問はず良きものは良し
封蝋に獅子の印章あざやかに

遅日の窓辺ピアノ連弾

ウマリアンヌ天使に扮し御告祭

いづれが大事恋と卒業

幸せになれよと背中どやされる
とんぼ眼鏡が落ちてこなごな
覚えなしアリバイもなしコネもなし

東京砂漠ひとり旅する
天窓の月に恐龍息を吐き
輝きまさる卓祇台の柿

平成の世の風羅坊は俺

出来秋にやや和みたる滴の虫

虹美しき荊鰊の門

花婿へ贈る言葉を墨も濃く

片原
山田

多千
迦

迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町夫町

町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦

ハ大阪・あしべ俳譜塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃悪口坂﹄
ふり向くな﹁悪口坂﹂の五月闇
寝足らぬ蟇がうすら目をあけ
夏季賞与封するほどのこともなし

速達ですと郵便夫来る

ぽっかりと照葉樹林より玉兎

廊に拾ひし結び文解く

ナォ御身拭奉仕の尼はひそやかに

赤い外車を乗り廻す秘書

罠と知りながらもいつかのめりこみ

動乱止まず暑きソマリア

ハンカチが一枚風に煽られて

薬草を煮る老の馥郁

薄明の聖母子像に祈りつつ

引越が好きなのですと澄まし顔
くったら市でばったりと逢ふ

裸電球つぎつぎ消えて月明り

あの山この山秋深みゆく

ナゥ新聞は天気予報を先づ読みて

連立与党船出危うき

学生のロボット・アイディア斬新に

日がなちつちと遊ぶ笹鳴

初花のほのかな紅を賞づるなり
の

︵文音︶

腰を伸しては田打畑打

平成五年十二月二十五日尾

平成五年五月二十五日首

−61−

句帳の端に野菊スケッチ
ゥＳＰのアイヌの歌は身に沁みて

研究会の果ては居酒屋
昔より爵位は公候伯子男

をとこしっかと六尺を巻き

鱒二逝き文芸もまた世紀末
クリムト描く愛のまなざし
アルバムの写真はなくてセピア色

犬曳いてきし橇に人居ず
子飼ひ木菟ふるつくほうと鳴き出して

あら心無の春の村雨

小まめにつくる弁当の菜
折からの月得て花の野外能

名片

則多
迦

古山

則迦則迦則迦則迦則迦則迦則迦則迦子夫

迦則迦則迦則迦則迦則迦則迦則迦則迦則

ハ逗子．あらくさ連句会その一Ｖ

半歌仙﹃河童忌﹂

夏の兆はただ百合の紅

草間時彦捌

葭

草間時彦
北澤葭
柳田尚宏

河童忌や長引く梅雨の水たまり

叶はればこそ浮世たるなり

幸三

ェ回

幸ヨ

幸ヨ

一段

鈴木雪王

尚

英

時

一段

内田英夫

朝の駅かたまって喫ふ卑屈さょ

そぞろ身にしむ愛の深まり

待宵の夕べに法師蝉鳴いて
ゥ四月過ぎ目立ってきたる秋袷

長野の宿で永の別れに

べんがらの格子を拭いて雪を待ち

白菜漬けっ唄ふド演歌

身に覚えなく候とお偉ら方
饅頭こわや欲しやまんじゅう

餌ねらふ鴎群れたる時化の前
キュロット似合ふ少女駆けゆく

英

読経の後ろで握る二人の手

狭庭に菫春を告げをり

尚

一段

シテを花ワキは朧に宴する
飛び立つ錐は夢のまた夢

平成五年七月二十五日首尾︵於・北澤邸︶
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ハ逗子．あらくさ連句会その二Ｖ

歌仙﹃桜しべ﹄
草間時彦捌

ナォ燃えさかるどんどの高み一つ星

骨正月の卿のあらなど

落書きも芸術となるガード下

仏壇仏具霊枢寝台

草間時彦
内田英夫

番茶も出花孫も年ごろ

七転び八起きしてまで生きたくない

軒の小雀すでに数代

桜しべしきりに降るや夕散歩

彼女を攻める下手出し投げ

寝る前にもうしわくちゃの夏ぶとん

萩叢を行く風のさらさら

両国に古びて名代のももんじ屋

北澤一段

柳田尚宏
一葭

英

夜長の民話肩寄せて聴く

キャンパスに月光満ちてくに想ふ
笠井まお

昨日も今日も酸性雨降る

ナゥクリントン栗きんとんと覚えし子

尚

ま

英

つづら織りはてなく続く花の道

−63−

若布干す海の青さの目にしみて

フェリーの中は禁煙ばかり
窓越しに今宵の月を仰ぎをり
こわい茸にいつぼんしめじ
ワ竹の杖つく金比羅は秋日和
けたたましくもギャルの一群
しばらくはならし運転二人して

息もつかせず迫る夏霧

尚

今年はわけて余寒きびしき

ネオナチもネチネチネチと票を取り

尚

剣葉のそよぎて夏も深かりし

叩いて直す古きテレビを

ま

雑炊の続きて入れ歯ややによし

蜜蜂が出てワーカホリック

平成五年四月十一日首尾︵於・内田邸︶

英

ま

イブの銀座に月のサービス

影絵芝居は恋の手ほどき

時

英

そんなこととうの昔に知ってます

葭

あまりにもパリーは遠いバリにしよ

花嫁修行お講義もあり

英葭ま尚尚尚ま英葭ま英時葭英英尚時ま

ハ上野・伊賀連句会ｖ

歌仙﹃打水﹄
打水に心くばりの句座和む
ガラス器に盛る楊梅の紅

恒岡成弥捌

堂山つや子

恒岡成弥
村井充子
上杉知栄
山村俊夫

壁を塗る左官の背なに汗吹いて

高速道を飛ばす百キロ

大西ふじ枝

小山一枝

豊岡はつ子

川本政子
恒岡弘二

吾が影と酌みて楽しき今日の月

猫を抱く子の姿や畠寒

ゥ峠の田の実らぬま鼻に暮れの秋

日米貿易収支最悪

恋するやらん項艶めく

朝な夕なしっこぐか参る長電話

山口啓子
羽野きよ
細野幸助

茶柱の立てば佳きことあるといふ

ほうつくぼうと木菟の声
教会の十字架白く月凍てて
伊賀名産の日野菜漬く頃

成

山出はるお

東貞子

清新と言はれし政権もたもたと

奥出美子

充

犬猿とても仲ょきはあり

花明り天満宮の宮柱

Ｕターンして故郷あた皇か

ナォ春叙勲その生きざまに贈られし村田治男

眉目けはしき僧が住みつく永田照子

表具で引立つ雪舟の軸水島三造
山裾の古き草庵寂として小川禮子

舟唄凉し最上川筋つ

夏帽子粋な兄さん靴も白知

母性本能ゆらぐ一瞬美

幸

湯の宿に昔馴染のひとのゐて俊

逢ふことのうれしさ別れの哀しさも

ころころ替る殿のお言葉弘
月埋々風化はげしき道標は

地球の裏に戦火果てなし貞

菊人形ははるかなる瞳を
ナゥ園児等は見えつかくれつ薄の穂ふ

連日の満員御礼国技館は

治

どんでん返しに消えるくの一き

山菜づくしの里の弁当政

笠置山飛花落花いましきりなり

︵於・上野市︑西部公民館︶

平成五年七月二十八日首尾

−64−

八伊勢・五十鈴吟社ｖ

ナォ葺き替えて一服つける縁の先孝

本の売上げ伸ばすコンビニい

伝言板に暗号の絵図重

管理職年俸制となる企業津
山口圭子捌

燃えつきし湖畔の宿の明け初めて圭

歌仙﹃菜種梅雨﹄

中西晴風
野村佳津

白磁の壺に桔梗一輪い

バーゲン折込激安の文字圭

ナゥ鴫しきり樋を繕ふ老ひとり

民謡の舞台衣裳が届きをり

おむろ

︵於・伊勢市︑中村館︶

こおもて

ロッキングチェア猫が独占圭
御室路に花片置ける傘たたむ重
息づく如し春の小面

平成五年四月二十二日首

平成五年十二月二十二日尾

風

夫

狼火台ありしと伝ふ尾根の月夫

心太すする子供の笑ひ顔重
日々是好日書体明るし津

木刀素振り汗の百回孝

トンネル内事故不通半日夫

ペアのヘルタンデムライダー駆け抜ける孝
ことことと煮物の匂ひ菜種梅雨
ふわりと揺れて田に蛸糾の毬
山岸れい子

プラットホームリュック片手に

風

重

圭

″

孝

福田重子
高山孝子
山口圭子
村野正夫

鍔広の春の帽子が気に入って

人声が淡く光りて宵の月
父子くつろぎ酌む温め酒
ゥ誰供ふ無縁の墓に菊の束

人の噂も七十五日

送られて送りてそつと口づけし

結婚急ぐわけが知りたい

別姓を双方の親納得す

連立の船渦潮の中

夫
い

圭

津

断崖の嶮しく落ちて月凍つる
大きなマスクロに貼りつけ

どのチャンネルも世相追跡

風

津

闇米を闇から闇に売る男

たてがみは光放てり花吹雪

双つ蝶々舞ひ上る空

−6ラー

八東京・市ケ谷連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春雨﹂
春雨や大き切株濡らしをり

野口里井捌

ナォあたたかき雨降り続くなか転居

そよ風にふと心浮きたつ
次々と新党生まる世紀末
守らせ給へ伊勢の大神
短日のいま赤福の餅加減

左棲をばとりし日もあり
越中の水が磨きし肌自慢
晒の糯祥何時も離さず

不慣れな土地のはやも極月
此頃は路地に子供の声聞かず

野口里井
山本朝子

橋本多佳子

宮下太郎

仕舞ひ忘れしスーツなりける

阿部喜美子

さらさらと風に流るる月の影

三国志をば繰返し読む

ナゥ定年のあとの生き方爽やかに

大き口開け雀騒がし

近頃は眼鏡ふたつを使ひ分け

︵文音︶

またセーターの春寒の朝

花の雲鴫尾が遠くに見え隠れ

平成五年四月二十三日首
平成五年十月三十一日尾

−66−

片栗咲くはこのあたりかと
何がさて暖かな日の続くらん
雲の空思はぬところ見ゆる月

太

太

やっと咲きたり一鉢の菊

煮っころがしの芋のおいしさ

多

太

一皇宮

朝

井

ゥ無人駅紅葉を踏みて降り立てる

共稼ぎとて新婚の夢

起きられぬ枕辺いつか陽のさして

電話のベルのチリチリと鳴り

朝

井

多

杏落果し赤蟻の群

井

多

円高もついに極まる百五円
自由の女神炬火かかぐる
夏の月濃霧一方へ流れたり
翌日も同じもの食べ留守番し
思ひやられる受験あちこち
門柱の煉瓦に花の散りかかり

一塁巨

惜春の賦をほ句に託さむ

喜太朝井多太喜朝井多太喜朝井多太喜朝

野口里井捌

阿部喜美子

野口里井

ナォ遍路宿納経帳を積み重ね
足投げ出してつまむ羊菫
高層の団地も住めば都なり
またも曾孫生れし電話ぞ

初水着ぽんと飛び込む逗子の海

松に降るよな蝉の声する
公園に散歩の日課四千歩
ふと知合った熟年の恋

橋本多佳子

山本朝子

泉

多多喜井太朝喜泉井多太泉朝喜井太多渓

八東京・市ヶ谷連句会ｌその一▽

歌仙﹃蛇の衣﹄
六尺とふ全かりける蛇の穴
今日は晴れたる六月の朔
笑ひ声一座の中に起こりゐて
ここしばらくは何事もなし

短のれんに紺だけを染め

逢引は柳通りの洋食屋
井

紅葉近し旅の身仕度

幻月というべきものか西の空

宮下太郎

一旦ロ

朝

︵於・白金喜美庵︶

ふくらみそめし白猫の腹
満開の花に天守の見え隠れ
くつくくつくと鳩の噂り

平成五年十一月五日尾

平成五年六月一日首
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月の出に現われてきし大男
値崩れしたる秋刀魚秋鯖

寄り添ふ二人我を忘れて

ウサッカーにベースボールと天高し

太めに立たす伎芸天なり

太

一旦自

朝

お茶一服供され辞する筆の店

ナゥ秋篠を想い出したる路ならむ
太

多

糺の森は神の森なり

この狂態写し出されしズームイン

浪花なる土鈴集めし百あまり

一皇国

井

土産土産と町をうろつき

多

朝

厳寒の遅き月の出急ぎ足
炬燵の上に蜜柑五六個

井

次々と外出の子等帰りくる

手垢の着きし講談の本

花前線ゆっくり北へ歩みゆき
土手のたんぽぽすみれ咲き初め

岩
崎

八市川・市川俳譜教室その一Ｖ

半歌仙﹃初姿﹄
今泉宇涯捌

今泉宇涯

勝田みつ子

沢口てる子

玲瀧と尺余の鯉のはっ姿
池をめぐりて探す七草
小林清司

隅で裏方こまめに動き

ビデオ撮る師の俳譜にくもりなし

″

斉藤一灯
引地冬樹

平成六年一月三日首尾︵於・雲遊亭︶
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山の端に高々のぼる月まどか

籾殻を焼く匂ただよい

ゥひと走り夜寒の酒を買いにゆく

て

灯

樹

宇

あどけさ残る孫も年ごろ
お見合の写真に母の品定め

学歴よりも人物が先

妥協ならざる政治改革

手袋をとって男の握手せる
ガレリオが昇る斜塔の月凉し

砂漠の果に雲の峰立つ

コーランよむ饅頭を頬ばりて

雨の舗道を一人さまよう
平成の年の桜花はいつ咲くや

雲遊亭にそよぐ春風

樹宇て〃樹て

八市川・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

半歌仙﹃稲穂﹄
湯橋喜美捌

烏の目と合う登高の径

つんつんと実なき軽さの稲穂かな
勝田みつ子

今泉宇涯
湯橋喜美

民話の里のお茶の渋さよ

おおらかに太古の月もかくあらん
み

石渡夢八

ノ

み

一塁ロ

み

八

宇

ー

一旦ロ

石像の河童の顔のとぼけいて

尺獲虫の伸ばし切る風

ワ菖蒲田をへだて会釈の白日傘
振り向きざまに笑窪こぽるる
﹁君だけが﹂その一言が命とり

凶のみくじを小枝に結ぶ
南北の朝鮮統合はるかにて

波静かな
る呼子の港
ひれ

″

一呈巨

一旦ロ

寒造りせる唄の洩れつつ
太簗の合掌部落に宿をとり

み

″

起きぬけに飲む根混布の汁

佐保姫の領布ふる山に冬の月

どこからか花吹雪の来て舞上る

宇

驚きやすき舂鹿の群

平成五年十一月十一日尾

平成五年十月十四日首
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八市川・市川俳譜教室ｌその三Ｖ

半歌仙﹃微音読経﹄

無を念じつ蛍浮ぶ昼月

老僧の微音読経に木の実降る
雁来ると子を連れ犬も転び出て

指さすところ燃ゆる夕富士
夢のせて裾野をはしる特急車

潮騒あおき舟盛りの鮨

ゥ藤いすに印度紅茶の香り来て

おもい遙かにまわす地球儀

今泉宇涯捌

島根岳堂
今泉宇涯
伊藤藪彦
石渡夢八
大柿春野
浜野澄江
浅野黍穂
小林昭小

伴和子
杉山起誉女

下鉢清子

砂あらし忘れ得ぬ日のぬくもりょ
ウィル・ユー・マリー・ミーと耳打ち

平成六年一月吉日尾

平成五年十一月十三日首
塚本田天志

以降付廻し︶

ては第一番の連句碑である︒︵宇涯記︶

︵於・市川市東菅野山王山不動院１〜７句

︵註︶右半歌仙作品は︑市川市東菅野不動院院庭に
現代連句碑として全国で三番目︑千葉県に於い

郷みや

西原久女
引地冬樹
上谷昌憲

鈴木良戈
上田渓水

黄泉よりの君の便りを待ち佗びて

食後二時間胃が痛む癖
大年の月昇りたる閑けに
論議寒む寒む政治改革

不況風筑波を降り利根に荒れ

歌仙巻かむと般若湯汲む

日輪の上を一途に花筏

城杜のほとり緤秒と春
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ハ市川・市川俳譜教室ｌその四Ｖ

半歌仙﹃春の灯﹄
今泉宇涯捌

石渡夢

浅野黍

今泉宇

ハミング清ら苑の白梅

終業の春の灯が消え春の脚
血統書付きたる仔猫いただきて

細き眼をして膝にのりくる
土間というもののゆかしき望の月

秤鰄誌蓉一朋仁甲誇︵於・市川俳譜教室︶
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家督と共に継ぎし古酒

ゥ蔦紅葉燃ゆるホテルの奥座敷

六甲山は恋の宙吊り

大関はとかく噂さをまくお方

相撲の株も下落気味なり
円高の倒産つづく町工場
石焼芋と呼ぶ声ほそく

五重の塔の影が凍りて

霜柱踏めばさぐりと月の庭

理性狂わすパチンコの音

日本が好きでガイドを止められず

通勤者にまとい付きたる花の屑
ちらりと見ゆる軒の巣つばめ

穗宇〃八宇八宇八宇八穂宇八穂宇八穂涯

ハ市川・市川俳譜教室ｌその五Ｖ

歌仙﹃春あけぼの﹄

春あけぼの俳譜にゆく東京駅

今泉宇涯捌
今泉宇
引地冬︑

なり

鞄の中の菜めし弁当

揮緊めて﹁国難﹂に耐へ

ナォ誰れ彼れに口こみ多き米飢餓

魚の屍骸が累々と浮く

親知らず子知らずの関越えかねて

頭をひねる町長・助役

俳譜の座に酔い境止められず

北国の空空めなる野の灯に
食い散らしたる果物の皮

ジョギングの後を野良犬雛いて来て

三叉路に立つ古道祖神

月光にョハナンの首青白く

とぎれとぎれに残る虫の音

蛤となりたき雀一とつがい

狭きわが家に単車ひからせ

Ｃ・Ｍに尻切れとなるデーゲーム

ヲつ

伊藤藪

牧野山石

噂りしげき暮れ方の嘆

新人は莚番なる花万朶

沖にかすみて垂るる釣糸

秤鰄詰癖唾朋二計肥霊︵於・癖雌埼鍔辮室︶

−ノムー

手を繋ぎ帰雁の形の親子にて

故郷の土を踏むはいく年
曲り屋に馬が眠れる望の月
新絹鳴かす筬のかそけさ
ゥそよ風に肌の白さも身に入みて

熱き思いに夜半を寝返る
お位牌を向うに向けて何か詑び

砂に煙れるキャラバンの見ゆ

２で割り切れぬ相愛の仲
混沌として中東は収まらず
ざわめきの上に月あるビヤガーデン

五十五階の祠涼しく

友禅流す水ぬるむ頃

設計は魔術師ならん忍者寺
高貴なる板塀の道花吹雪く
蟇の半眼うららかに昏れ

藪宇樹岩藪岩樹宇を彦樹宇彦樹宇彦樹涯

岩樹宇岩樹岩宇岩宇樹ノノ宇ノノ樹宇樹宇樹

ハ市川・市川俳譜教室ｌその六Ｖ

半歌仙﹃冴返る﹄
友ひとり欠けて句会の冴返る

点となりつつ北へ引く鴨
藪椿大藁屋根をまもりいて

灯消えし夕暮の道

今泉字涯捌

今泉宇涯
尾高せつ子

牛尾清子
富樫泰子
石渡夢八
清

秤鰄舘輕一雨什串雷︵於・市川俳譜教室︶

︵註︶右作品は当教室の優秀なる現代詩人であり俳
譜人である故小倉とし子の追悼作品であり︑三
重県国民文化祭にも出品した︒

→つ

乱菊の刈る人もなく月の下

搦々と吹く秋風の音

泰

宇

ゥ新豆腐山水よりも白まさり

泰

八

旅の疲れにつらい階段

宇

チラと目に触る二の腕の肌
吊革にゆれるラッシュの池袋
出迎えし犬が尾を振る門の内

泰
清

八

大学出ても就職はせず
遠来の客と並びて夏の月

水羊菫に話はずませ

清

宇

八

泰

地蔵通りは福祉天国

新首相﹁殿﹂の一声とはゆかず

練乱の花を湖心にかがやかせ

上総の温泉に春の蚊柱

−／コー

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃百千鳥﹄
石渡蒼水捌

弓なりの渚を拾ふ弥生にて

朝食すませ集ふ釣釜
稲木親

中野和

岩崎春

中根明

石渡蒼

生寶場揺る塾小波大波

ナォ目借時法話を聞くもうわのそら次

けふの命もあすは死す身よ雪
国連へ勇気つめ込む塩の壷美

渡米の総理何のおみやげ水

霜降りてより野沢菜の美味くなり次

四十肩の冷ゆる夕暮親
こゑも美し恭子先生美

紙懐炉ほぐし講座の席に着く和

筆さらさらと熱き恋文和

山野草活けて逢ひたさ日々募る舂

祠の古りし海の洞窟春

琴の音に歩みとヌめん月の夜雪

休むことなく稼ぐ自販機水

ナゥ店頭に猪を吊して猟ぱなし〃

薄紫の春はあけぼの和

索道は千丈の谷身のすくむ次
句碑の一基が苔むしてあり親
文机の玻璃に吹入る花吹雪美

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成五年四月十八日首尾
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百千烏文化会館さんざめく

黄の色のまんまる月さんうかれ出て

宮沢次
深沢幸三

稲の穫り入れ祝ふ酒盛り

ゥ提灯の戸毎に覗く秋祭
手と手が触れて鼓動早鐘
三面鏡写る娘として一卜日

エプロン姿似合ふ新妻

峠茶屋雲を祓ひし富士の山

放牧場の馬跳ね廻る

月射して碁を打つ音の涼み台

庭の樹木に落雷のあと

八重葎つけておてんば困り果て
こんがり香るでんがくの味噌

一線画す競艇の水尾

亀親子甲羅干しする花の昼

美和美春親和美次雪水和子男子女子美水

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃風涼し﹄
石渡蒼水捌

宮沢次

中根明

石渡蒼

首傾けて咲く布袋草

風涼し句をふところに橋渡る
二十年耐へし住家を普請して
深沢幸ヨ

稲木親

中野和

岩崎春

投票率が鵠返しに

孤独とゆとり鈴虫を聴く

ナォ霞む中玩具のやうな舟が出る春
手作り好きで何時もおにぎり親

ふうせんで風を占う漢ゐて次

千秋楽は連句おろそか和

色止めに紅を増したる梅を干す親

箪笥の奥にねむる羅水

列つくる家鴨に大室山は晴美

酔ったふりして口説き頻りと雪
胸焦す夕べの宿に立つけむり次

枕びょうぶに深水の筆美
そダろ寒さに地蔵泰然水

満月にやっぱり兎餅を搗く春

ナゥ隣には隣の習慣︵ならひ︶むく熟る参美

動き急なり雲の塊次

留守番でんわと話す気のなし和
金槌で釘を打たずに指を打つ雪

旅をたぐりて蜆汁吸ふ和

花吹雪き数多の人は足踏みす親

︵於・伊東市社会教育センター︶

平成五年七月十八日首尾

−7ﾗー

おもむろに眼鏡を外し月仰ぐ

ゥ顔見れば足る母と子は秋灯

向ふ鏡に際限のなく

仲人の口出し無用恋の仲

野道をよぎる黒い老猫

空港ロビーギャルがいっぱい
ゆばせんべ頬ばり乍ら京はどこ
嶺々深くしんかんとして冬の月

悴む指を組みし右上

薄笑ひして週刊誌読む

お寶銭小銭で大き願ひごと
いづこでも花よ花よと空は青
さヌ波いるに透く潮まねき

美春雪〃和美次春美雪水子子子女男美水

ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

佐々木大魚・野田魚々両氏追悼

胡蝶﹃予期しないことなど﹄

ウラ龍宮へ大魚と魚々は旅だちて

山静にして屈託もなく

巣離れ間近つばくろの子ら

殊のほか伊万里の皿に惹かれおり

入江さみどり肪う海苔船

散り敷ける花掃かずあれいましばし

︵雛畦木雲一口砥

平成五年十二月十四日首尾

※のれそれ⁝⁝太刀魚の稚魚︵春︶

横山康子捌

枯れし垣根に鱒まる猫横山康子

オモテ予期しないことなどありて年暮れる栗津汀々

客人のコートの匂い揺るるらん中村菜子
ひょっとしたらばワーグナーかな二岡流々

︵大魚︶

︵魚々︶
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風やみて古城の鴫尾と下弦月菜

まわり道して拾う銀杏汀

ナカ温め酒さて酔うほどのこともなし菜

四柱推命相性は吉汀

絵菜書に託す思いのもどかしぐ流

影を引き摺る青衣の女人汀

米作りウルグァイランドに怨みあり流

のれそれ突くグルメ面々※菜

虻喰りくる廃屋の昼康

梨花一枝雨を含んでたおやかに汀

埴輪の顔で老爺鍬おく流

莫高窟飛天の輪舞刻を超え汀

東奔西走借金の汗菜

夏の月我が混沌を写しおり康

菜流汀流菜汀

八茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃秩父路﹄
秩父路や車窓をよぎる冬紅葉

下り鰻をさばく父親

シルバーシートに届く小春日
肪いたる舟とさざなみ遊びいて

こおろぎ鳴くと袖かき合せ

ナォ愚痴こぼす娘に持たす椿餅久
売れぬ絵ばかり描くアトリエ妙
封鍼にハート貼られし手紙来て泰

駈けだす角に咲く寒の木瓜久
疎多き妻の言葉を聞き流し妙

就職先は西と東に妙

ポケットベルが鳴るバスの中泰
取引の減ってどうなる日本丸久

時を違えず小鳥くるなり妙

二人とも留守番電話﹁愛してる﹂泰

無事に過ぎたる大型台風妙

月照らす外国の米積む倉庫泰

仏典あまた棚にひしめき妙

ナゥ気遣いてくれにし母も今は亡く泰

隠し田かこみ笑う山々妙

取り出せばはらりと落ちる貯金帳泰

明け初めし空鴫帰りゆく泰

来し方も行方も分かい花の闇久

蓉鰄極︾十一朋卦伍串霊︵ナオ４句目より文音︶

マヲ

満月の一気に昇る山の裾
シルクロードへ強く誘われ

ゥ抱え妓のそっと持ちくる走り書き

並木の蔭の白きテーブル

香水は耳につけるの︑いえ胸よ
さりげなく肝臓癌と知らさるる

神の声まだ忘れ兼ねおり
鬼太郎のおやじのような梅雨の月

ころころとした犬を貰いに

懐を肥やす議員の真面目顔
世紀末だと人は言うけど
林立のピルの谷間へ花吹雪
お国の忌なり髪はしろがね

ーノ／−

子
妙

泰妙久泰妙久泰妙久泰妙久泰妙久子

久
泰

小伊辻
倉藤岡

ハ茨木・茨の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃春窮や﹄
奥村富久女捌

女

富沢弘
北崎広治

奥村富久女

朧月かすかに汽笛聞えきて
弘

春窮や悔いなき恋もして老いき

たゆたいつつも雲流れゆく

治

嬉しき文を開く藤蔭

訪ぬれば吊り橋渡る草の庵

女
弘

くるくる廻す麦藁帽子

屋台の酒にうなる浪曲

女

ゥ親ばなれほどほどによし遠花火

松籟の海辺の宿に戻り来し
阿漕の臂えまたも忘れて

弘

弘
治

女

女

亡びに向う地球深瑠璃

さが

治

異人の彼を連れ里帰り
火の性を包みて青き秋袷
普賢の峰に月上りくる

治

いきさつを根掘り葉掘りとワイドショー

凶作に瑞穂の国は死語なるや

治

弘

伽藍巡りて百千烏舞う

花の雨紅緒の草履はきかえて

ナォ四条橋阿国の像に風光る女
お披露目扇くばり終えたり弘

髪直すまで寝ていてよれえあなた治

裂くも離れじ冬の稲妻女

北風に粉雪まじる枯木立弘

戦国武将篭りし砦治

難民船が今日も港に弘

帯解くも柱に寄りて旅疲れ女

そぞろに寒し虎の襖絵治

月の名の変る夜毎の情また女

栗飯の炊きあがりたる庫裡かまど弘

四十路五十路は夢の間に過ぐ女
ナゥ山開き知れば心の弾みくる治

︵於・茨木市福祉文化会館︶

女

白樺林響くョ−デル弘
念入りに銀器を磨く朝曇り
水の温みて錦鯉跳ね治
花しだれしだれ枝垂れておぼろなる女
古都麗かに千二百年弘

平成六年三月十三日首
平成六年四月十七日尾
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ハ茨木・茨の会ｌその四Ｖ

歌仙﹁弓薬と猫﹄
巧薬と猫が迎えていたりけり

薗理恵捌
出来千恵

ナォイスラムの廟に巣籠るこうのとり内田美

少しこぶりのチェホフ全集

千回も斬られつづけて旅枕
登校拒否の悩みかかえて

うすもの

縁にたたずむ羅の影

兜虫天道虫に火取虫

薗理恵

乳房の疵やけに気になる

ボディコンも売約済の札が付き

息深々と笛の一節

倶にゆき坂いくつある愛染堂

ちちふさ

連衆寄りて若葉滴る
富澤弘
久保田夜虹

折々の画帖に思いめぐるらん

昼の弁当駅で銚う
弘

長尾信子

鬼灯鳴らす友と三人

山の端に月のぼりつめ公家屋敷

ライオン

皿に盛られた衣被佳し
夜

客ひっそりと川沿いの宿

ナゥおりからの雨錆鮎の楚々として
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獅子のポーズしている昼の月

理

弘

ジュテームの文字の乱れはなぜかしら

千

多芸多才を釣書にして

ゥ初猟に銃磨きつつ法螺話
主夫にしたててポルシェで駆ける

みちくさの子に母の声する

花吹雪無事是貴人只管打座

﹁はょ帰る天狗がでるぞ﹂ぬるい風

国挙げて悼む選手の幼な顔

信

千

尖りたちたる教会の塔

理

信

秤睡誌蓉壷朋二拝唾即雷︵於・薗理恵邸︶

まどろみの中蝶の群れ翔ぶ
夜

夜

与謝の海月寂として冬天に
牡蠣むく蝿屈みたるまま
酒飲めば口ずさむ癖農兵節

千

弘

我楽苦多市の莫産を拡げる

花堤対岸もまた人の波

霞烟りて白壁の道

理美夜千弘信夜理弘信美千信理弘美夜子

八松山・宇宙連句会その一Ｖ

歌仙﹃鬼屋敷﹄
松永静雨捌
松永静
戒能多

鬼屋敷出て薫風に背を正す

ひときは高き郭公の声
長戸弥
渡部晃
大月西
松未竹
永井政

井上和

大野一思

ナォ爺々婆々は壬生念仏に余念なく政

集めし石のどれもまろやか和

目鼻描き出来あがりたる弥次郎兵衛西

すててこ穿いて妻に嫌はれ香
彼女から森林浴に誘はるる恵
フランス製の粋なステッキ晃

﹁ほんこ︑うそこ﹂は伊予の方言和

やがて又上げるつもりの消費税政

鰯煮つけて酒は吟醸西

親しさは手術の痕を見せるほど晃

そぞろ寒さに独り旅立つ政

暦くり月齢しかと確かめて籟

ナゥ宮殿の入場料はべらぼうな多
テラスに座して畷るコーヒー晃
また四人還らぬと言ふ冬の山和
受話器しっかり耳に押しつけ西
故郷に傘寿の花を見るとせん政
ひいな納めに集ふたれかれ多

秤鰄壺蓉十斗朋十郵串雷︵於・松山市・西女庵︶
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渓深く山草採りに分け入りて
おのもおのもの軽き足どり

昼月を掠めて白き飛行雲
障子を洗ふ水の冷たさ
ゥ笛吹けば笛に応へて神の鹿
平和を願ふ人のパレード
家を呑み海に迫りし火砕流
政治と言ふは此処が肝心
喰ひ過ぎて寝てばっかりのブルドック

執筆終へて憩ふひととき
彼に似し雪達磨ある月の庭
不倫つのれば風邪もいとはず
ワックスをかけて愛車をみがきたて

昨日も今日も続くキャンセル

燗漫の花もかがよふ薪能

春の闇へとそっと出てゆく

多静西政多籟西久晃多子籟女女香喜雨

八松山・宇宙連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃小艇﹄
小艇の名も﹁渦潮﹂や風薫る

ビール片手に浴びる太陽
メモくわえ犬がよちよち買物に

田舎銀座と言へる賑はひ
陸橋の影くっきりと後の月

胸ぬち深く澄める鈴虫

ワ大根蒔く若き農夫の伊予説り

金を送れと届く速達

長男は二浪長女も頼りなく
当り外れはクジもおんなじ

松永静雨捌

松永静雨
大野花留化

大月西女
長戸弥香
戒能多喜
永井政子
井上和久
松末竹籟
渡部晃女
寺化

多
西

愛称で呼んで呼ばるる仲ゆえに

ご披露宴は会費制なる

政
晃

月冴ゆる二十五階の新居にて

冬毎などねだる母親

観光資源あれやこれやと

静

西

和

多

次期総裁とつまむ草餅

尋ね来し摩文仁の丘はなつかしく

パノラマでワイドに写す花筏

アレルギー故君も悩むか政

ナォはんなりと春の野山の暮れなづみ多

別れ話を急かす風鈴多

教育がどうの斯のと騒ぎたて籟
被爆者名簿すでに古りける政
ろう染めの単重羽織を愛用し西

待ちかねて似たる背中を目で追ひつ花

Ａペックでも稼ぐ点数和
自販機で買ふ甘口の酒政

籟

ひと息にエレベーターで屋上に香

今日も又月を仰ぎっ塾帰り

展覧会で取りし特選晃

ナゥ銅像の西郷さんに鴫鳴いて多

ふところ手して思案投げ首和
寺参りお宮参りに年も暮れ西
ブレンド米になれし此の頃静
燗漫と記念樹の花咲き盛り政

︵於・松山市・西女庵︶

かすみ棚引く背山妹山和

平成五年十二月十一日首尾

−81−

八東京・ＮＨＫ文化センター・青山教室その一Ｖ

歌仙﹃白檀の扇子﹄

大野正三
中野稔子
柴田寿賀
臼杵海児

天野正三捌

宮脇美智子

白檀の扇子の風をもらいけり
部屋に紛れしとうすみ蜻蛉

竹馬の友の訪れて来る

福田芙紗

ファミコンに夢中の親子はしゃぎいて

高階に十六夜の月傾むきし

うそ寒く出る自動改札

藤沼亜緋子

ロングヘアー摩かせ飛ばすオートバイ

稔

寿

阿部朝子
川田政代

ひ弱き嬰も丈夫に育ち

ゥ人波をさけて選びし秋の旅
ペアールックを砂に投げだす

美

苗字だけ貴方のものになりません

朝
正

厳然とある穂高連峰

瀞

寒月光肌さす様に濡れにける

赤提灯で煽る燗酒

朝

戦さなき時代夢見て五十年

寿
亜

観音さまを守り神にし

のどかにもれる鼓打つ音

馥郁と花の枝垂るるなまこ塀

ナォ迷いたる仔猫を探すビラを貼り寿

遠のいてゆく街頭演説政
観劇の幕間の席の華やぎて美
隅田川畔に屋形船浮く寿

待つひとへ傾く日傘廻しつつ芙
教授に溺る炎昼の町平本三保子

肺癌と気付いた時は手後れに西村敏子

移ろい激し故里の景美

切株に藤村の詩を諦める人朝
ふところ軽くなりしこの頃亜

いとどがとんで弧を描きたり敏

竹籠に穂草いっぱい月とゆく山元志津香

茶柱の立つうららかな朝瀞

ナゥとろろ汁三杯四杯何杯目朝
分っているがやめられぬ癖寿
地震予知噂話のきりもなし三

耳底にある引鶴の声芙

城門の閂ひらき花大樹朝

︵於・ＮＨＫ文化センター・青山教室︶

平成五年五月三十一日首尾
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宇咲冬男捌

八東京・ＮＨＫ文化センター・青山教室その二Ｖ

歌仙﹃秋涼し﹄
秋涼し嶽に抱かるる湖二つ
金波銀波にそれぞれの月

祝われている口ひげの人

乗馬靴虫鳴く草に脱がれいて
真っ白なテーブルクロス園遊会

宇咲冬男
室伏章郎
彦坂範子
福永千晴
岩崎眉乃
三枝正子
垂早

千

くれないの濃き大輪の薔薇
ウタ立に作務僧走る堂びさし
旅情にひたる嵯峨野のあたり

高野実貴雄

正

爪弾きのはたと止みたる篁に
消しのこされしランプの灯

今は戻れぬ妻の故郷

千

実

冬︑

煤払い終わらぬままに月の出し

正

胸もとに傷あることが負い目にて

むささびの巣にびっくりとする

眉

花苑萠子

眉

範

駐在も自転車とめて長話

東に北に歩道橋伸び

鼓笛隊花吹雪浴び練りゆけり
酔い覚めに侍る舂愁の椅子

忘れた頃に地震災害千

ナォ陽炎の玻璃にも揺るる浜の宿章

皆笑うアルバム見つけ涙ぐむ佐崎静緒子

同窓会のやっと開かる千
草矢射る紅一点のひとに向け範
髪もてあます短夜の閨萠

身ごもりしこと告ぐべきか秘すべきか茂呂思川

通訳つきのヴァチカン詣で章

鐘の音に大きく鳩の舞い群れし静
﹁お帰りなさい﹂平和維持軍千

望の月三宝に添えお赤飯正

松の手入れもすっかり済んで千
ナゥ高々と壁画の梯子冷まじや正

徒弟制度の今はなつかし範
法被着た少年凛と撮影所萠
乃木将軍に似たる門衛正

雨の中にもやまぬ噂範

散敷きて時のたゆとう花の蘂冬

平成五年九月六日首

︵於・ＮＨＫ文化センター・青山教室︶

平成五年十一月一日尾
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ハ小郡・小郡連句会ｖ

歌仙﹃鰯雲﹄
紺碧の大圏泳ぐ鰯雲
望には足らぬ山端夕月

曼珠沙華こころ豊かにほろ酔ひて

衆判

諏訪欣二
福田一也
富沢弘
河野玄麿
也

まつらふ猫をそっと抱きあげ
窓越しの微かな声が気にかかり

出水の噂しきりなる母

弘

故里なまりときに飛び出す

弘

也

玄

ワかはせみの影ひるがへす貴船川

人目しのびし恋の道行

選挙区に世論を曲げた駅ができ

玄

﹁お前さん﹂﹁おお何ぢやい﹂と床の中

古りし銅像ひっそりと佇ち

也

白き骨砂漠の冬の月に濡れ
かじかむ部屋でダモイ夢見る

弘

弘

玄

一一

お寶銭あれもこれもの神頼み

欲張り婆が津を掴んだ

勿忘草を挟むアルバム

癌告知空しく咲ける今日の花

両手合せて万歳を聞く二

ナォ春の朝旅立つ我が子優しくて也

本堂の修復工事落慶す玄
墨黒々と浮かむ杉戸絵弘

時移りファッションの街西陽射し也
ふたりで舐めるアイスクリーム二

姑の皮肉まったく通じない玄

あっけらかんと語る秘めごと弘
転んでも只では起きぬ三枚目也

也

進軍刷叺秋風に乗るこ
村雨のいつしか霧れて月の陣弘
松茸飯に浅漬のもの玄

ナゥ残る蚊をおさげの孫は不思議がり

恐龍漫画またも馬鹿受け弘

晴着のままで追ひかけて行くこ
せがまれて持ち出したる紙芝居玄

四王寺城土塁の跡の花吹雪也
曲りくねりて暮れかぬる路玄

︵於・国民年金センター﹁大宰府﹂︶

平成五年九月二十七日首尾
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八松山・小野連句会ｖ

歌仙﹃窯口を﹂
窯口を封じたるより山眠る

薫り漂ふ庭の柊

掛け替ふ床の古き軸物

はるばると師より句集の送られて

潮の満ち来る音の爽やか

渡部伸居捌
渡部伸
倉本坦
大野順
宇都宮柏
村上幸ヨ

ナォ草餅をお裾分けとて配らるる葉

長き語らひ絶えぬほほ笑み香

平和祈れどまたも紛争石

今日一卜日事なく暮らし倖せに居

葉

青春をボールにかけるラガーマン順
おもひをこめて編める靴下戒能多喜

喧嘩仲間のいまはなつかし香

良い友で居たしと言ひはしたれども

無農薬証拠と示す虫の穴居
教科書みんな兄のお譲り石

垣越しに見る紅き藪萩順

伝へ聞き嵯峨野の月を訪ね来て多

四人大関豪華番付け葉

石

ナゥ新走り蔵出し近き香の流れ香

お殿様改造論が気にかかり

︵於・松山市小野公民館︶

雛の座敷に灯す雪洞多

欄間の彫りは飛びたてる烏居
はらはらと花散りかかる舞扇順

平成六年一月二十四日首
平成六年二月二十八日尾
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善し悪しき普く照らす月の光ゲ

ゥ浜衆の熱気溢るる秋祭
無言のままに歩く古里
愛人を義理ある兄に奪はれし

残る想ひをかくす冗談

心中は誰も知りゐて知らぬ振り

気儘な旅にさがす安宿

夏の月川面にゆれて涼しげに

冷し西瓜を園児とりまく
その中に気取りて憎き面構へ

テレビに映る再会の時

吾の植ゑし桜のもとの花見宴

札所を指してお遍路の列

順石居香葉順石居香葉順石居香葉子石居

八松山・おぼろ連句会ｖ

歌仙﹃城下町﹄
城下町うららかに屋根展ぶるかな

湖面に映つる春の綿雲

あこ

土筆和へおふくろの味楽しみて
いざな

衆判
鈴木春山洞

白髪の下に笑ふ童顔

ナォ彼岸河豚ぶら提げて来る友のゐて

殿の辞任に騒ぐ陣笠

平方根昔憶へし語呂あはせ
くだら

朽野を眺て詩作励める

かわら

磧群る噴太鴉冬景色

道ならぬことの筋道知りながら
みてみぬ振りで胸に秘めたり

うかが

美女の隣の席を蜆ひ

球児等の去りし球場月清く

日本晴れ心も軽く街をゅく

今井比呂夢

浅木一耕
高橋乱水
梶野浩楽
山本青芝

虫そぞろ鳴く空き缶の殻
ナゥ米沢の銘物茸飯うまく

お国説りの耳になっかし
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吾嬢よりかかる長電話なり

満月の夜の想ひを誘へる

耕

漱石と子規めぐりあふ場のありて

によ

長井南茶亭

後の袷を着る芋煮会

ゥ如法寺の鐘のひびける秋出水
︾﹂

丸み帯びたる肩の艶めき

水

楽

茶店の二階集ひ愉しく

ひた恋ふる同期入社の可愛き娘

散り残る花の明るき連句の座

酒の上なるセクハラとなり

芝

夢

の

︵於・松山市本町プランタン︶

秤鰔誌蓉醒胆一拝叩串澤︵出勝︶

海原渡る海猫の声

伸るか反るかの細川内閣

芝

茜蚕

古宇

水

耕

古手

やけくそのボトル飲み干し飲み倒し

種米もくれてやりたる夏の月

都大路に陽炎を観る

草笛を吹き山降り降りつ
西東隠し湯訪ね旅をする
村の鎮守の絵馬色槌せて
吟詠に剣舞興ずる花見客

水洞楽芝耕亭洞楽芝耕水楽洞芝耕水楽洞

八神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃手毬﹄

茶房に免れて無為を愉しむ

キヤフエ

ナォ春雨に緑はみどりいろに濡れ

往年のタカラジェンヌの床しさに

淵より深き恋となりたる
炎熱を祭りの船のめぐる橋

永島靖子
鈴木漠
永田圭介
三木英治

ヴェネッィア客死伏せて送り火

銀やんまなど追ひしことども
夕月にまろびこぼれし記憶あり

鈴木漠捌

漠

振り向きもせず過ぎにける蕊

浴衣に一句案じをる顔

楽の音洩るるをちこちの春
野遊びの数人暮れてやがて月

靖

壷の中にも黄葉散り込み

手毬三つ並べて夢のはじめかな

速き流れの行方知らずも

英

碁石寄せ合ふ盤のつめたさ

忙ありてなほ閑ありて冬なごむ

紅椿べにがら窓に塵もなし
がくね

た

漠

英

いしだたみ

さまざまの叙情余情を花曇り
蝶連れ舞ふは旅のはなむけ

ともしびに干菓子餅菓子美しく
暖簾の染めのはんなりとして

もみぢ

風に乗り豆腐屋の笛高々と

ゥ思はぬを渋谷の犬に会ひにけり

靖

圭

下弦の月にしのぶ万里を

秤鰄型蓉一即霊︵文音︶
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祖母曽祖母が御慶述べ合ひ

誰を待つ頃ぞ淡く微笑み

木の実降る気配は止まで夜の廟

靖

圭

温め酒の匂ひかぐはし

圭

英

ぬか

漠

はつなつの雲はをみなのかたちにて

麦桿帽のりボン水色

級深き残留孤児の額隠す

箒持つときげにこころよき

漠

靖

誇々の友の帰りて山しづか

ひらがなばかり並ぶ苗札

いちめんの落花ついばむ鳩の群

英圭漠靖圭英靖漠英圭漠靖圭英靖漠英圭

ハ神戸・海市の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃大蛍﹄
大蛍こぼして指のあをきかな

月の破片の匂ふ真清水

鈴木漠捌

漠

時里二郎
鈴木漠
柄澤齊
望月通陽

通

外シ国は古墨も夏の石碑にて

しるべは羊を飼へる少年
だらだら坂に秋の鬚老ゆ
ナ往診の礼に差し出す濁酒

齊

ナォ春奏行軍の旗手美貌なり
思ひ縫取る糸はくれなゐ

婚礼の夜更け人語も艶やかに
ひな

干菓子に鄙の訓味はひ

薄給を忘れて買ふた南部釜

火を吐く山をふるさとに持ち

昼寝に添へば腹下しをり
んつく
遠雷に父の剣け突
偲ぶころ
いづかた

奇書繕けば栞なる月

何方へ転生せしかプリニウス

紋章の陰桔梗さへさやけくて

忘れ形見とともす燈籠
ナゥ丈長き仙台平に翁さび
めし食ふ糯の打身擦疵

親不孝の筋を買はれて立役に
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吹いてみる独り遊びの草の架

仲居に義兄の歳を問はれし

漠

逢はい日は隣の猫をひそと抱き

沖へ碇をおろす帆船

秤鰄垂雲嶬朋露︵文音及びファクシミリ︶

ほぞ

髪に露くちびるに花謄に星
辛夷をかりてまろぶ筆筒

﹁暫く﹂と呼ぶ声とほりけり
通

齊
漠

寒凪に月光仮面の名を呼べば

脈打ち続く鼻の霜焼け

漠

志目

通

小柄なる身にて斯学の泰斗たり

唱歌歌へば涙ぐむ癖

看板も錆びゆくままに風ひとつ

太郎になつく錐も仔犬も

め

荷台に遍路を乗せる尾根道
捨て家の花愛づるらし猿の客

通齊漠二齊通二漠通齊漠二齊通二漠通齊

八東京・俳譜研究会解續ｖ

世吉行﹃海へゆく道﹄
祝荻原久美子中国語句集上梓

別所真紀捌

久閼を舂蝉珊々聞こえきて

銅鼎の文字ひろふ清明
小原洋

佛淵健

滝田遊

別所真

荻原久

工房の主帽子買ひ換へ

たゅたふは野邊の雲のみ翁草

まなうらの彫刀胸を刻みをり

妹のでんでんだいこ耳朶の奥

数珠っまぐれる永日の納屋

パンにバターもジャムもたっぷり
告白と花とドミトリー・カラマゾフ

卓上に置くもろきフレーズ

ナォ強東風の筑紫へ還る人のあり

たましひのかけらをひとつくださいな

在々所々之有青山

海鼠塀ついと横切る黒蜥蜴

軽羅ゆたかに止り木のひと
脇腹を刺されてゐたり炎天下
出湯噴きたる町のにぎはひ

追伸の蒼きひびきに酔ひながら

勇魚来ると足瘻へが触れ

世紀てふ大きなページめくられっ

仮面を素顔に替へてすさまじ

プルトニウムに染まる北西
月の夜のもぬけのからの狸穴

法竹乞食眉の長さよ

ナゥ実柘榴をほぐし占ふ己が末

プリマの役と次女の電報

てのひらに喜雨給はりて羽咋なる

ふらここをフラゴナールの闇に漕ぐ
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歯のおどろきし浅漬大根
るりるりと月のしづくの鳴るなべに

風の時間も霧の時間も

ゥ鶉抱いてバスに乗り込むホームレス

あたしの首が見つからないの

カタカタと物喰ふ旬の女なり

水出しに凝る珈琲の味

刷叺吹きの厚き唇嬰粟坊主
まひまひつぶり散歩五糎

品川駅で割れる凍月

灯れるは冥王星のキッチンか

竹光をかなしと放る年の暮

木戸を叩いて泪目の鬼

紀悟耳美紀一悟美耳悟美紀耳一悟耳紀美

美悟耳一悟耳一悟紀耳美悟一紀悟耳紀美一悟美耳一

亀の鳴くとき俺の死ぬとき
花の冷え力士ひねもす知恵の輪を
平成六年四月六日首尾︵於・関口芭蕉庵︶
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場羽一頭海へゅく道

一紀耳

八香川・香川連句会ｖ

歌仙﹃夏深し﹄
渡邉陽行捌

広谷一月

西岡恭

渡邉陽

風の色水の匂ひも夏深し
昆布干されし浜辺閑寂
植松晴

ナォ讃岐路の遍路の鈴もかろやかに高森秋義

政治改革亦も遠退き石

党割ってでも大臣の椅子はよし平

妖しく招くネオン明滅晴

骨切りの腕自慢して鰐を買ひ行
キャンプの小屋を紙で組立て義

恥ぢらひつシも仕草大胆平

搦やかな点前会話は浪花弁石

もの忘れ些細のうちは愛矯に晴

後生大事に窯変の壷行
西行訪ひし秋の白峰石

望の月雲井の御所の跡照らし義

ナゥ墨塗って豊年踊おどけ顔平
ビデオカメラのいとも軽小晴

エーゲ海クルージングのロゼに酔ひ行

航空便で赴任挨拶義

目路もはるかに神苑の春石

曙の烏動きそむ花の枝晴

秤鰔壺︾毎朋十一一萌霊︵於・鎬齪評町唾鍋蓋︶
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バス旅行隣と妙に気が合ふて

知らぬ同士が旧友のごと
月の出に一家総員縁の先
萩と芒とゆれてもつれる
ゥやら寒に澄める笛の音いづくより
まもり

築地見上げて想ひ高まり
後朝に結んでくれし緋の守

入江の凪に紡解く舟

鑑真の伝へし御法いまに生き

味噌に残れる中国の味
敗戦の孤児も成長冬の月

か

顔も立居もそっくりの孫

京の土産はいつも漬物

今日もまた瀬戸の大橋愛車駆り
散り敷ける落花そのま巽踏むまじく

若芝を蹴るサッカー少年

平行晴石平晴行石平行晴平行石子石平行

八京都・かすみ会ｖ

歌仙﹃伝統も﹄
伝統も我が代限りか七草粥
二日はパンと意地を張る子等

垣越しの隣りの梅は白にして

カド

いつもの角で犬に吠えられ

ナォ車椅子嫁に押されて春を行く

驚きて挟にすがる細き指
港に並ぶいろは蔵なり

はるかなる海の彼方は加州とか

丘見渡せば実り豊かに

はげしき雨の駒下駄の彩

森島香代子

月の出を待ちつつものを思ひけり

写真集生まのヴィーナス会見記
しつらへられし京の和菓子の

木犀匂ふいでゆなりけり

はんなりとやさしき言葉交はされて

西村すみ子

隅田啓子
阿部都
佐藤厚子
長江澄

ナゥ松手入れすみたる古き公使館
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独身寮は斜め前なり

銀採掘の島の秋風

海の月見んと連絡船に乗り

都

香

大根だきとて中風予防に

ゥ山門をおほひ隠せし初紅葉
一葉ちぎりて誰に捧げん

啓

時を忘れて腰落ち付けて

蓉鰔型轌十一一一朋二拝叩霊︵文音︶

霞みて立てる東山なり

花の宴さす手ひく手の舞ひおさめ

鳴滝に知る人のあり訪ねゆく
す

澄

啓

厚

噂をすれば連句送られ

皇太子お妃きまるニュースにて
十二単衣もティァラも似合ふ

洗はれし紫蘇の束なり窓の月

厚

香

母娘げんかヅカの話題でなほりけり

傘寿汗して主婦まだ現役

澄

女性史を生きて胄踏フェミニズム

黄金竜の霊枢車にて

啓

す

写経会の人の集へり花の雲
鐘打ち鳴らす遠足の子等

澄厚香啓す澄厚香啓す澄厚香啓す澄厚香

八松山・勝山連句会ｖ

歌仙﹃何の木ぞ﹄
何の木ぞ青きほむらを噴ける楕

凧すさぶ山荘の夜

主ジよりいつもの話聞かされて

読書少しも捗らぬまま

渡部伸居捌

野間中︲

渡部伸

田中春

武田智
井手光

ナォ人影も稀に朧の峡の里智

尾崎豊のＣ・Ｄを聴き春
卵産みたる鶏の鳴き方予

こども等に白髪の数をかぞへられ居

かつてつんぼで炬燵守りする予

忘れてはゐませんと来るかぜの神光

公園はゲートボールに占められて光
ペアールックで︑返るスケート春
はからずも幼な馴染とめぐり逢ひ居

野に遊びたる頃の思ひ出智
月のある境内走る黒き猫舂

豆台風が残すざわめき智
ナゥ枝の儘富有柿を壷に差し
居
薄墨羊美買うて戻れる光

新たなる市場開放迫られて春
てんやわんやの工事入札智
貫通を言祝ぐ如く花の咲き居

四国アルプス霞棚引く予

秤鰄結管一一一朋什晒串霊︵於・松山市東雲公民館︶
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誘はれし月の宴へ酒を提げ
そぞろに寒き橋渡りたり
ゥ音にきく紅葉名所の番外寺
手をとりて行くふたり爽やか
恋文もワープロで打つ現代シ子

リレハンメルヘ送る声援
世界より注目されし小さき町
鴉のあまた連れて翔ぴたつ

端居する縁側照らす夏の月
蚊遣りを焚いてごろ寝する海士

労研饅頭素朴なる味

気短かに栄達の道踏みはずし

春のセーター若さ匂へる

しだれ咲く花のトンネルかいくぐり

光予春居予智居春予光智予居子沙紅志居

八日立・かびれｌその一Ｖ

歌仙﹃万緑﹄
小松崎爽胄捌

上田渓水

小松崎爽青

逆落す万緑出湯溢れをり
畳匂へるみなづきの宿
福田安子

西幾多

散らかりしはづれ馬券のうそ寒う

自慢の新酒ひとり酌みをる

佳

安

渓

安

室不

佳

渓

爽

渓

佳

木崎節子

中村奈美子

新井佳津子

話こまごま姉と妹

昏れ際を筬の音とほく聞え来て

下町は軒が重なる月夜ざし

さしみの種におろす鰈

ゥ俳譜師燈火親しと集ふらん
杉戸の陰の声のゃさしき
きぬぎぬのネクタイ強く締めなほし

怨のたけを言ひかれてゐる
天気図の雨に変りし忙しさに

食後の薬呑み忘れたり

片手を上げて止めるタクシー

安

ゆくりなく飛鳥の月を仰ぎ見て

ほどよく焼ける木の芽田楽

吹きなびくうすくれないの花陰に

ナォお遍路の婆に賊きくる犬のあり

泪ながして笑ふ乞食渓

指廻し健康法の本が売れ安

幾

廊下の冷えにたたら踏みたる幾

暗い酒場で岬るウォッカ渓

渓

恋といふほどにはあらぬ思ひごと爽

天気占ふ下駄はふり上ぐ奈

刺青の錨に雛の見え初めて〃

目を烟々とひらく臭節

夜神楽の鈴凛々と打ち鳴らし渓

雲の切れめの月のすさまじ節

杉山は風のっのるにまかせたり

しめじ

手荷物重き湿地椎茸安

ナゥしとどなる露踏みまどふ早立ちに幾

団蘂の灯のあかあかと点されて渓

米寿の母がおっとりと坐す節
先生と労はられをり花の山爽

句碑のほとりに繋ぐ春駒佳

︵於・奥湯河原﹁うおしづ﹂︶

平成五年七月八日首尾
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八日立・かびれＩその二Ｖ

歌仙﹃老の眼﹄
老の眼のものよく見えて寒四郎

小松崎爽青捌

佳

高烏三津子

幾

産土神に建ちし師の句碑

爽

ナォあたたかな−人のバスの睡たくて

鳴き寄りて託したしきむら雀
面輪よく似し児が覗きをる

奉示

佳

渓

木崎節子

幾

渓

飯泉葉子

奉示

渓

薄れし紅をくきと引くなり

ゅくりなく思ひ出の街通り抜け

カメラ持つ異人にモデル頼まれて

小松崎爽冑

上田渓水
引地冬樹

束の間に行きて戻りし日雷

渓

西幾多

指圧も効かぬ痛のさし込み

渦ぎっしりと巻ける葉牡丹

新井佳津子

林乃婦子

ナゥ秋もやや景気上向く気配して

謂経さやけき托鉢の僧

被紗捌きの手もとくるへる

添水のひびきそぞろ身に入む

渓

おもむろに太極拳が始りて
流るるごとく自転車の群
月夜さの莞の反りの幽玄に

大川秀

本陣といはるる宿の有明に

越後紬をひそとよそほふ

ゥひとすぢの湯気立ちのぼる風炉名残

渓

禁酒の誓ひけろり忘るる
何事も安請合ひは父ゆづり

きいぎぬの声しほらしき一夜妻

石田栄子

葉

勘ねて爪噛む項なまめく

渓

甘味ひかへしお茶受の菓子

深吉野の花の盛りを来合はせて

平成五年九月二日首尾︵文音︶

佳

爽
冬︑

″

渓

冬︑

久﹃

佳
中村奈美子

霞の奥にこもる鐘の音

きらめきつとほり雨過ぐ八つ時に

じんた哀しう路地を練るなり

月昇る通天閣がほの見えて

将棋の駒に沁みる秋風

瓢々と尻をからげし障子貼

鍋の魚が少し焦げつく
大漁旗なびく港の花の宴

ゆらりゆらりと風船がとぶ
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八日立・かびれその三Ｖ

脇起独吟歌仙﹁芝張って﹄

芝張って木の芽起しの明るき昼

新築祝ふ乗込の鯛

それぞれの部屋も二階に決るらん

萩咲き盛る山の分校

明日へ夢をふくらましをる
ゆくりなく古里の月仰ぎゐて

妻の寝息が憎らしき夜半

ゥ秋の蚊にまつはられるはうるさけれ

脛長のミニスカートが坐りゐる
飲みに行かふと無理を言ふなり
今朝もまた企業戦士のバッチ付け

笑ひの種の牛歩戦術

松茸弁当土産にと買ふ

ゆの中に酒を浮くし月明に
懐のそぞろさむきを見透かされ

仏の顔も四度目は鬼
花守の話咄々雨となり

山と作されし木の芽田楽

大竹多可志

小松崎爽青

久に届きし父よりの文

ナォ軒にまた燕の数が殖えだして

︵ツクに入れし赤き口紅

海外を旅するプラン膨らませ

今宵も同じバス停に降り

白足袋の薄き汚れもなまめかし

栄転の辞令鞄に洋々と

ベイブリッチの灯が見えてくる

さらさらと流れる風の美しく
一人子いつか親の背を越す

月代の火の山寂と静まりて

猪打ちし猟師老いしか
ナゥ豊作の村の万屋賑々し

成松先生またも勝ちたる

風呂沸いて泡の広がる面白さ

人の話も穏やかに聞く

白魚のぼる川の煙らか

花影に抱きし嬰児よき顔を

平成五年二月十日首尾
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八日立・かびれＩその四Ｖ

歌仙﹃寒
寒日や仔牛の巻毛つややかに

月の出を見てゐてバスに遅れたる

筧を落つる音のよるしも

大鯛に相好崩す生身魂

誰が届けし山盛りの柿

リュック担いで軽きハミング

川渡すふとき丸太の苔青き

足を浮かせて蚊を追うてをり

縁談についと横向く憎らしさ

ワ活込むと剪りたる菊のひと抱へ
ぱったり出合ひなぜかときめく

起居さわやか大人びし子ら

窓の月澄むを仰ぎて長電話

ローラースケートやっと身に付く

氷花流るるを見よと大声
掛軸は一筆描きの達磨にて

しが

日

風船空へ吸はれゆくなり

はらはらと路地へ舞込む花吹雪

西幾多捌

西幾多
黒澤朝子
鈴木美代
伊香和子
滑川美智子

片野弥恵
朝
美
智
和
朝
弥
朝
和

朝
美
美

弥

大煙突が折れ崩れたる朝

ナォわが街をテレビ放映うららかに和

話の声の急に小さく智

懸橋の揺らぐ彼方へ人消えて智
握られし手をあへて離さず和
不倫とは思へど忍ぶ苦しさよ弥

虎落笛海より吹いて昏るるなり幾

写経に過す寧きこの頃美
金塊ばれし政界のドン弥

貰ひ来し猫がなつきて橋えよる朝

格子戸にひらひら月が纒はれば美

よく鳴き澄める籠の鈴虫和

ナゥ磨きこむ廊下素足の冷やかに朝

貝の化石が浮き出して見え智

アンティックブームに酔うて東京へ美

迷路遊びは行きつ戻りつ和
山裾に明るく続く花の帯幾

日がないちにちゆれてゐる蛸糾弥

︵於・日立市多賀公民館︶

平成五年四月二十二日首尾
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L＝＝

八日立・かびれｌその五Ｖ

歌仙﹃水の香﹄
水の香にむらだっ鯉も五月闇

夏炉にたぎる鉄瓶の音

西幾多捌

西幾多
黒澤朝子
滑川美智子

鈴木美代
伊香和子
片野弥恵

単線を乗りついで行く旅にして
まめまめしさは親ゆづりなり

手作りの団子いびつに月祭る
風に吹かれて裂けし秋茄子

智

和

ゥ昼の虫人の気配にはたと止み
うらみなしてふ池をめぐりぬ

弥

美

朝
和

幾

肩の厚さに触れしときめき
会ふ度に思ひ深まる苦しさに
サッカーボール全力で蹴る

和

智

お見合ひのいいお話のまたも来て

なかなか咲かぬ紅き冬薔薇

宇宙への夢をそそりて冴ゅる月

美

和

窯の火は追焚きなるを見守りて

朝

女性議員の話溌刺

舞ふしやぼん玉嬰が欲しがる

名刹の高き莞に花吹雪

山の鴉がせっかちに啼く和

ナォうらうらと朝寝きめこむ定年後智

妹が来てトップファッションひけらかし弥

航空切符胸に抱きゆく和

心のたけの文とならざる朝
きいぎぬの後姿に泪して美

逃げ廻りたる敗戦の日々美

海鳴りにビールの泡のほろにがき朝

なにもかも渡うてゆきし大津波弥

白紙のままの答案を出す和

しばらくは月に和みて古里に朝

鮭のぼるてふ川を覗ける〃
ナゥ賑やかな菊人形の二本松美

品数殖えし村のスーパー弥

落書のへのへのもへじ笑ひをり和

英語分らぬ齢のかなしさ美

山桜花の盛りを幽玄に幾

平成五年八月二十六日首尾︵於・輝鋤醍却調剖︶

春の小川の堰落つる音

−98−

八日立・かびれＩその六Ｖ

脇起歌仙﹃鏡凪﹄
西幾多捌

鴨鳴くや鏡凪して沼昏るる

西幾多

小松崎爽青

中村紀世乃

守田碧

ジョギングの背に匂ふ臘梅

竹細工村起しとて励むらん

高速道路真直に延ぶ

月よさに誘はれ丘に佇めば

多

石渡耶司

掃除洗濯ワープロも打つ

ナォ手作りの蓬餅とて届けられ

紅茶の馨るテラス明るき

迷ひ来しインコが縁のお近づき
ヴァイオリン弾く彼を慕ひて
身をもって守りますとの愛実り

世直し叫び選挙カー行く

東山三十六峰万緑に

陶の狸のとぼけ兒なる

はやらずも婆のやさしき雑貨店

新月の利鎌ささりし藪にして
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手窪に貰ふ温き枝豆

乃

ナゥ衣被どさと出さるる県人会
角力とっては今も負けぬと

疵とるといふ話うそ寒

ゥ郷言葉聞えて窓の爽かに
隠れ湯に来て過ぎし旬日

司

紫の座布団もらふ齢となり
乃

碧

何もかも捨てにし恋のパラダイス

多

沈香のかすかにかをる冬座敷
膝をくづして猫とたはむれ

小野崎芳子

平成五年十月五日首尾︵文音︶

沖の霞に浮ぶ白船

乃

多

碧

月影にほろ酔うて子に叱らるる

司

君をおもへばこその落飾

虫の遠音のさみしさを言ひ

碧

関跡に花の武者振偲ばれる

嬰のあくびのうつる可笑しさ
咲き盛る花のさ揺れの静かさに

燐寸蝋燭揃へ置くなり

子

秋雨の朝より風も加はりて

春の祭の照らふ帳幕

司多碧乃子司多碧乃子司多碧乃子司多碧

八小松・兜の会ｖ

歌仙﹃遠胄嶺﹄
清水一與捌
山下七志郎
清水一亜︿

客用意するまに豆の煮ゆるらん

こいはた

三代競って立つる鯉幟

シベリアの風吹き拭う遠青嶺

頬杖ついて石庭の波

つ幸李

雅

︷思

生

囲︿

純

一尿

純

打田春生

一尿

郎

函︿

伊勢宗純
松下京子
南出雅子

漆黒に金粉散らす遅き月
美術展にはまたも落選
ゥ藁塚のかげハーモニカひたむきに

行間にある優しさを読む
お砂糖をひと匙余計夫に盛り

夜叉か天女か妙なる声音
未練橋右と左の道しるべ
綿入れを着てレミーマルタン

月歩む俺も歩こう操み懐炉

統一教会脱会宣言

元老院の苑の噂り

髪切って王女様のしのび旅

純

郎

満ち充ちて滴り流る花の八重
オール揃わせゆく春を追う

夜歩きバロン薄化粧する與

ナォ蝶々の日向へ出でて見失い京
わが生涯を狂わせた印林秀巴
新宿の母と呼ばれて運をよび雅

侘助灯る練志野の壺純

靴下をするりと脱いで窓は雪郎

愛情を量る天秤ありもせば京
ベルがせきたて嘘の告白巴

草いきれ鬼に喰わるる夢ん中與

戦争ごっこの斬りっ斬られっ純
巨大機の背を月光が撫でるごと郎

渋帯つづく霧の高速雅

ナゥ蔦紅葉昂りて会うダビデ像京
短距離選手下駄履きで来る巴

裏山で篠笛響く城下町郎

蜂の巣つつき逃げまどう子ら雅
姉さんがお酒落している花の刻純

平成五年五月二日初折

大入り続く弥生狂言與

︵於・石川県小松市の松下宅︶

平成五年六月二十六日名残の折満尾
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ハ伊那・からむし庵連句会ｖ

歌仙﹃大青田﹂
宮脇昌三捌

竹内順子

小飼美智子

簗守照らす裸電球

大い
なる闇作りたる大青田
やなもり
あした

ね

美

″

華迫

順

道

笠松道代
吉池保男

宮脇日目三

ば

明日より旅立つ胸の高まりに

夕霧の樹下鳥語にぎはし
下町の路地をのぞきて月渡る

残る蛍を這はすてのひら
ワ※アルピーと握手を夢に早寝の子

白き遠嶺の見ゆる駐車場
っいのはて自民政権野に下る

世が世なればの殿様の立つ

順

保

Ｊリーグ見る窓外に寒の月

陣笠の慌てふためく赤絨綴
きみと結びしプロミスリング

美

保

美

老後とは昨日と同じこと憂ひ

おでん材料買ふマーケット

娯捨山は眼下に影ろひ

美

道

日自

母ありし日の花どきのふるさとよ
︾﹂坐ワ

酔ひどれの父偲ぶ夕東風

ろぱた

ナォ薄暗き書斎に本のちらかりて保
犬好きの夫猫好きの妻堀田澄子

雪の兎を盆に載せたる長田広子

なつかしや炉端に揺らぐ自在鉤篠田洋子

濃き恋遂げて悔むことなし〃

摩訶不思議ファジーといふ名の洗濯機澄

揃ひの衣裳互ひに見比べ保

土地の子も加はるカルメン歌劇にて広

曽祖父も祖父祖母も来て宮詣り〃

つど

地酒すすめる夜長の集ひ洋

木戸先に塩の大盛地場の月澄

冷夏の果ての未曽有凶作昌

ナゥ米商人時待つための売惜み保

ず

賢治の歌を高調せんかな澄

なま

チェロを弾くお国説りの強き人〃

調子のどかに交はす挨拶保

花恋ひし虜囚の日偲び花に酌む昌

白壁のある鐘霞む道保

秤鰄垂舜托朋一一一粁申霊︵於・伊那市からむし庵︶

※アルピー信州博のマスコット
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八横濱・歌留蓑連句會ｌその壹ｖ

歌仙﹁友と來て﹄※
友と來て遊び廻るや丘若葉
風心地よく白きパラソル
波止場へと續く舗道の輝きて
ボール蹴りノ︑男ノ子ゆく

渡邊佐加江

ナォ馴染なる主自慢の鰊そば

再掲都踊に金銀の衣

お國誰を朝市に間く

齢重ね酸いも甘いも噛みわけて

坐りなれたる仲人の席

水狂言のすばらしき技

聟よりもボーイに似合ふ蝶結ピ

参院選に立候補する

後繼者不足を歎く聲あれど

月の兎に想ふ故郷

だん入︑と小粒になりし秋の茄子

若き遺影は制服のまシ

迎へ火を姉妹で焚けり宵淺く

鯉が瀞ぐと立停り見る

ナゥ紳風も吹かなくなりてバブル湧き

唐草模様は今も健在

手づくりのぽってり重き柏餅

花守の居ぬ間に花の盗まれて

一九九三年五月中群首尾︵於・横濱︶

雲雀噌る朝嶢の空
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門閉づる動物園に二日月
嶢もろこしのにほひ流るシ

茂

茂

陣

也

子

也

佳

大島紫摩
今村茂
池田佳
阿部美也
金子鳴陣
角野恭子

圓高差益何虚に消えしか

ローカル線にちょんまげが乘り
パチンコ屋軍歌で景氣あふり立て

茂

ゥ旅がらす飛弾に宿とる秋祭

政令の恩赦の報せ俟つばかり

鬼界ケ島の波荒くして

難民のベッドに吊す籠の烏
美人看護婦聲もうつくし
信濃なる愛染堂に懲の繪馬

佳

也
江

雪解の水に雲映りをり

都踊に金銀の衣

月影を踏みて辿れる花の道

佳陣江佳也茂摩也子佳陣佳江也佳江茂子江

八横濱・歌留蓑連句會ｌその敵ｖ

歌仙﹃大洪鐘﹄※

梢にひダく鵯の聲

萬雨や大洪鐘へ登る径
凧揚に高くあげたく親の出て

徹夜でならぶ入學願書

丘の月不知火の如おぼろ也

大島紫摩
松島鏡湖
新井世津
児島萠
杉谷綾
大前映女
上村愛
味村喜和
川村智香

再掲水草生ふる心中死禮

郷愁さそふ西よりの風

ナォ雛あられ古墳の姫に供ふくく

ホオムレス全財産をかるみ︑と

起きて半畳解脱の域に

空が落っ杷憂もて言ふ宗教家
あかるみに出でし霊感商法
秋草を活けんとすれば壺に穴

厨の冷ゆる水洩れの音

母のまだ眠られぬらし十三夜

病みて張りたる肩さすりやる

禮格の良さを買はれて入門し

ごろつき役の初舞臺ふむ
ナゥ上州は酒と女とからつ風
脱ぎし羽織の愛し温もり
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豪華客船銅鍵の鳴止む

資産にするならお買いなさいよ

ゥ養殖の眞珠大粒そるひたり
取札へ重なる手と手あつくなる

摩

もう春ですよと鶯の鳴く

湯けむりの里に拾ひし老の感

一九三三年十二月下群首尾︵於・鎌倉︶

海市の中に光る海原

電話して誰誘はうか花めぐり

萠
和

津
綾
和

リイチタンヤオまたも振込む

印雲を押したばかりに丸裸

津

懲の螢にならましものを
草露に濡れっ鼻通ふ君の家
黄金の色に銀杏燃えたつ
有明の月の出るまで猛勉握
人氣女優のブウムに乘って

湖

摩

花の下煙のやうな影二つ

水草生ふる心中死禮

執

筆津萠摩綾湖香萠女香湖愛津女摩和萠湖摩

八横濱・歌留蓑連句會ｌその参ｖ

歌仙﹃羽二重﹄※
羽二重の波靜かなり冬鴎
寒凪ぬくき丘のひと蚤き
栃の實の菓子さくノ︑とやさしくて

再掲くるノ︑まはせ春の繪日傘

蜜柑畑に狸た塾ずむ

ナォおカッパの髪なびかせて徒競走

いつの問にぞっこん惚れて紅をさし

婆さまは話上手で聞上手
佳いことづくめ仲人の口
小林しげと

月光にロングドレスの譜深く

故郷の御殿さびれて火の感し

馬車こつノ︑と霧わたる街

愛の讃歌はフラメンコなり

金子鳴陣
角野恭子
池田佳
渡邊佐加江

烏歸る残照いまだ消えやらず

ナゥごっそりと散りゆく花の惜しまれて

期限ぎり入︑濟ます納税

たヌ流氷に鎖されし濱
阿部美也
今村茂
子
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いつもの席で珈琲を飲む
同僚と残業の月ながめをり
ぴよいと跳出すえんまこほろぎ

ゥ發想が豐かに涌いて藝術祭
ほどくリボンの緩き結目

濁り聞く島唄いつか口ずさみ
ゴオヤチヤンプルほる苦き味

のぞまざりしが靖國の岬
子

茂

藷嶢酎差別被差別うち佛ひ

佳

懲といふ名の電車滿員

陣

朝シャンの髪がはらりと手に重く
骨までもぬくもる旅の湯けむりに

也

一九九三年十二月中群首尾︵於・横濱︶

翁も舞はむ延年の樂

一病捨てぬ雛苦茶の爺

江

茂

頑固なる葉藺を曲げて活けにけり

打水涼し庭の朝月

佳

舞妓はんぽっくりの音かろゃかに

比叡の山も花の装ひ

茂

子

喜壽祇ふ金粉の酒うら蚤けく
くるノ︑まはせ春の繪日傘

佳江子茂江陣佳茂也江茂子佳江茂佳陣佳茂

八川内・川内連句会

歌仙﹃寒椿﹄
戒能多喜捌
戒能多
小倉静

寒椿燃へて旅愁の胸焦がす

汽笛ひと声消えし凍空

無住の寺に古し吊鐘波

ナォ山深き村を尋ねて蕨刈り谷

足腰の運動によきクロッケー仙
マスク外せばナウいドクター多

枝先に光と遊ぶ三十三才水
夫の留守をいつも出歩き谷

いささかの酒がもたらす恋狂ひ波

心許して博多帯解く仙
集団で日本に来ては稼ぐ淘摸多
巨万の富を誇る豪邸水
お月見にお向ひさんもお隣も谷
釣天狗等の太き秋鰺波

ナゥ故郷の島も案山子のコンクール仙

流言飛言が起すパニック多

安売りの衣料・食料買ひ込んで水

お灸据へ合ふ裏の御隠居谷

見渡せば此処も彼処も花盛り仙
茶摘みの唄が聞こゆ長閖さ波

︵於・川内町中央公民館︶

平成五年十二月二十日首尾
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宮内竹

川川

こっそりと近寄る猫を抱き上げて

水蝸

今届きたる句集繕く

野も里も普く照らす望の月
ここらあたりは芋が豊作

ゥ伝統の継獅子競ふ在祭
結ひあげ髪の匂ふ娘ら
その中の一人が殊に見初められ

不動産屋のチラシぺたぺた

功罪の多き御仁も身罷りし

裏献金はやまい政界

池の面に涼しき月のぽっかりと

蝮を捕ってひ弱児にやる

きりりと結ぶ振り鉢巻

またしても八犬伝を買ひ求め

蝶の舞ひゐる菜畑の昼

花吹雪画布いつぱいに描き上げ

池池

水多仙波谷水多仙波穂谷多仙波多仙波喜

八堺・きさらぎ連句会ｖ

春の風邪癒え散歩する朝

二度三度蝶嬉々として覗く庭
古家秀

松永直

大久保孟

歌仙﹃蝶嬉々として﹄

入社式結びの言葉決めかねて
小池正

朔太郎から感動の文秀

ナォ夕暮にわかたけの味思い出す裕

争いの家に住み慣れ針運ぶ尚

母の不倫を聞く七回忌正
再会の約束できぬ旅の恋直

オリーブ色のセーターのひと伊藤馨
スクラムの肩から湯気がたちのぼり圭

無神論者の神前結婚尚
万博の塔化粧直して正

偽札で政治献金国円満秀

閉園の回転木馬照らす月圭
夜長の友は乱歩シリーズ正

不通になった電話番号馨

ナゥ秋桜の揺れる小径を迷いつつ直

世話やきの癖がまた出てうとまれて直

軽自動車で田を打ちに行く尚
蜜吸いに枝移る烏花散らす圭

平成五年四月十七日首尾︵於・小山田荘園︶

いのちを惜しむ晩春の里直

−106−

衆判

挨かぶった漢書・後漢書
夜光杯月もそっくり飲み干せば
池原圭

堀内裕

三シ木叩向

山田曲︿

祭嗽子に飛び違う影

ゥ末枯にふたり手を組み点々と
トイレ駆け込みルージュ上塗る
言いたくはなかった過去をさりげなく

いつもの茶店にがいコーヒー
カンボジア人殺しにもさせられず

残された子の瞳大きく

夏の月背に受け帰る塾通い
丈とりどりに咲く九輪草
川音聞き微笑静かに石地蔵
万歩計見てちとひと休み

新入学の緊張も解け

吹く風に足もとあやし花の舞

圭子秀典尚直典秀子直秀克子秀博美子美

ハ浦和・義仲寺連句会ｖ

歌仙﹃枯葉鳴らす﹂

斎藤石要
高橋微代

鄙儲輝作捌

すきとほるまで煮ゆる白菜

枯葉鳴らす風か小鳥か年暮るる
八木荘一
藤井佐和女

中村香車

あづかりし孫を迎えに嫁が来て

積木の家を蹴飛ばして行く
蝕あけて大きさ戻り満月なり

玩具の馬に乗る順を待つ和

ナォ風光る屋台に並べ紙の面香

目の悪き子の将来を苦に病みて美

森の香りを買ひしのど飴和
一輌の電車分けくる冬芒微

自由化寒き米作農家好

公約に意見揃はい社会黛好

心痛める彼の冗談稲

失恋の始まる時を知らざりき荘
何時癒ゆるかと思ふ人あり甫
三日月へ縄文の世の縄絢はる宏
石井美雪
塚本稲子

ナゥ膳所の町格子戸作り菊似合ふ甫

白露すすりいまだ鳴く虫
ゥ柚子味噌を気長に練りて夜を過ごす

美

美

永山宏子

平成五年十二月九日首尾

︵於・三田勤労福祉会館︶

賑やかに坐す陶の円卓佐
耳そばだてる啓蟄の雷微

振り返り振り返りローブデコルテ稲

トラックに積む百台の荷物宏

昨日はありし青烏瓜佐

返事ばかりはとてもよい妻

ＢＧＭは雨のブルース

血圧を気にしていつも食事をし

なみなみならず良く老いること

初恋に鍵かけてある胸の奥

身の外に中に花びら流れゆき荘

サーフィン少年濤に輝く

好

香

中島好江
吉田光篭
在間甫
吉江和香

料理の本に埋もる一日

氷川丸満艦飾の夏の月

づきづきと濡らしたくない指の傷

微

和

松の根が燃え黄塵の音

テレホンカードに友の遺作の花の山
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八横浜・義仲寺横浜戸塚連句会ｖ

石井︷口

半歌仙﹃鯉のぽ

海野金

八木荘一捌

児にひとつ言葉のふえて鯉のぼり

八木荘

斎藤龍

吹けば飛び翔ったんぽぽの紫

入学の祝ひは重き辞典にて

記念写真の中央は祖父
満月に誰かの首の黒い鬚
パトロールカー芒野を来る
ゥバス停をゆっくり過ぎる鰯雲

妻と辨当坐神社で

手を振って別るる新幹線の窓

胡椒と呼べる唐辛子なり
どこまでも奴隷の青の畑仕事

象は歩きて疲れきったり
冬の月鐘や太鼓で踊る僧
湯豆腐によき銅の鍋買ふ

青い山脈口ずさむ癖

燗ぬるく人は憎まず愛すくし

筋肉伸ばす春の潮流

平成五年五月九日首尾

︵於・横浜女性フォーラム︶
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り

冷たくてやはらかく吹き花の風

魚荘竜荘魚白荘竜魚白竜荘白魚一亭魚樹

ｰ

ハ逗子・木の会ｖ

歌仙﹃海みつつ﹄

子等集ひ来て拾ふ蛤

海みつつ葉山の春を惜しみけり

草間時彦捌

草間時彦
藤井弘美

ナォミステリー読み終りても日は永く

トランペットを黒きケースに

暮れつつリラの色となる空
命綱知らぬ若さのガラス拭き

はだかで寝るがここの習慣

泊まるとこれエなら泊まりゆきずらよ

人絶え果てて戦火おさまる

しばらくありて遠き雷

名は鈴木住所出鱈目達筆で

種浸しみどりの瓶のあふれゐて
堀口みゆき

モルダウに映れる月と遊びけり

ナゥ赤い羽根拾ひしそばを猫通り
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十字架の夏深ければ傾きて

陽の射し込まぬ屋根裏の隅
なで肩の山からぬっと遅い月

お

大輪靖宏
笠井まお

はやばや灯る秋霧の街

こんなところに焼栗の店

ワどんぐりを大きな順に並べみる
本井鱈

王様どうか聴いてください

ため息は何の嘆きか空港に
思ひ切ったる買物を見よ

お

宏

姉も好きなり妹も好き

替りあふ湯宿の鏡曇りがち

美

合図する袖で落花を振りはらひ

近藤薫肝
″

看護婦さんの地方大会

宏

洛北の竹の林の風の音

氷柱を折ってオンザロックを

平成六年四月十四日首尾︵於・秋谷・藤井宅︶

月寒くまだ就職のできぬまま

鱒

︷皇宮

き

宏

橋本満喜

キリテ・カナワの歌はうららか

松ぼっくりのころがってゐる

小石をけって靴が破ける
南無三宝八幡菩薩御照覧

花溢る体育館も図書館も
雁木通りを抜ける春風

美肝美き鱒き喜美宏きお〃喜鱈き〃お宏

八松山・錦心会ｌその一Ｖ

歌仙﹃仁王像﹄
渡部伸居捌

渡部伸居
曽我部登志子

秋風や眼球抜けし仁王像

街並遙かのぞみ夕月
三好郁子
藤田節子

かりがねを数ふる里の子等駈けて

部屋の内より爺の一喝

村上多美子

砂の灼けゐる海岸の家

節

郁

士心

居

多

″

郁

士心

居

くつろげる胸に団扇をばたつかせ

帯に橇で嫁女決まらず

ゥ宝くじ俄長者を作り出し
いつまでも親が居るとは思ふなょ

やがて悲恋に終へる運命
酔漢の話のくどきコップ酒
スーパーで売る箱の木炭
月の夜に義理のお歳暮届けられ

莨の香りあとに残れる

文鳥の羽根を切るてふ人のエゴ

土居栗
荻山幸子
居

にがり豆腐を縄でひつ提げ

菊野晄子

西空の曇るは雨か花の山

帰りを急ぐ遠足の列

またも続ける連句教室栗

ナォ順番に竹の柄杓で甘茶飲み節

明日は我が身にふりかかるやも幸

突然の首相辞任も椰楡の種志

締め直し筍重くさげらるる居

湯元の村に時烏啼く晄
雑草に埋まる詩碑の固き文字節
書類整へねだる入籍栗

三年も経たであちこち不都合な晄

ミスばかり出る録画再生志

カラオケに月見の宴の盛りあがり幸

西瓜となりて少し静まる居

ナゥ丹精の蘭も美事に咲き揃ひ節
刻を知らせるからくりの木偶栗
僅かづっ乗馬倶楽部の部員増し志

河川敷にも自家用車止め幸

朋十叫甲雷︵於・松山市久米公民館︶

同じ所に燕巣作る晄

想ひでの中も花散る宮の杜節
秤鰄琿癖
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八松山・錦心会その二Ｖ

歌仙﹃晨鶏﹄
折柄に聞く晨鶏や初詣
今年こそはと務む廻礼

春めける座敷の窓辺明かるくて

裾なだらかに山も笑へり
麦踏みつかへり見すれば昼の月

気付かぬうちの宅地造成

渡部伸居捌

渡部伸居
藤田節子
荻山幸子
菊野晄子
三好郁子
曽我部登志子

土居栗
晄

ワ久々の同級生のなつかしく

相合傘に名前書かれし

幸

居

士心

帯即

幸

栗

居

士心

節

郁

一途なる恋稔らせし皇太子

濠の噴水高くふき上ぐ

熊蝉の鳴きさかる村行く車
シーサー睨むここは沖縄
天心の月蒼ければ詩情湧き

爽涼の中巨船出航

椿祭りに薦被り積む

街騒にまみれＪ・Ａパリの旅
通訳なしの手振り身振りで
はらからの叙勲を祝ふ花の宴

ナォ猫の仔の戯れて隠れて黄昏るる幸
自分好みの料理ばっかり
節

スーパーで雑巾を買ふ団地ママ志
凝った刺繍の酒落たエプロン幸

根雪の邑を襲ふ震災志

善男女寺に集ひて冬安居居

幸

問ひあはす長距離電話絶え間なく節

報道カメラ恋を暴けり

若すぎて破局迎へる貴とりえ晄

家と歴史の重さひしひし居
月澄みて水琴窟の響く庭志
桃
を食べる間囲碁は休戦居
おたた

ナゥ売魚婦より活き良きさんま届けられ晄

匂ひと煙広く漂ふ幸

雲仙へ観光客の戻り来て志

忘れ物せる頓狂な声晄

花の下昔の友と五年ぶり節
のどけき宵は風も和やか幸

秤鰔壺雲一崩十拒申澪︵於・松山市久米公民館︶
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八栃木・句華宛吟社ｖ

歌仙﹁梅咲いて﹄※

ナォ芽を食ひに来し猪を追ひ回し

保護の名借りて舌鼓うっ

傲漫に生き一人淋しく

ぬくノ︑と人を見下す目も又美しき

誰も来ず宵の埋火灰と化す

夜汽車の客となりて帰りぬ
抱かれて仰向く女の夢みるや
奈落に底は無きものと知る

早乙女房圭口

新村正一

沼尾虹

しな

胸の隅々拭う春風

深きよりなどかのどけき歌の声

梅咲いて朝の体操良く僥ふ
水草生う里方訪はん孫つれて

吉本三草ヱ

吉本世紀

藁しべ焚けば煙り漂ふ

極楽浄土はわがむねの内
月光のあやなす山路坊復す

酒々として止まぬ営み

年々に何如映ずるも花は花

11つ

舗装されたる馬車の街道

亮

︵文音︶

溪深ければ春気芳ばし

平成五年二月二十二日尾

平成五年二月十二日首

画一一一LLムー

夢枯れしわが身ほそか︑月の下

鳥海順之亮

桑原民人

山小屋近し燈し見えつつ
ゥ藍がめのぶつノ︑と夜は冬支度

頽ほえる面を磨く鏡士

虹

くず

砂と流れ巌となれどわが魂の

ナゥ花野越え来り夕べの髭剃らむ
蔓

Ｉ
璽

パノラマに以て変る世をつくづくと

世

美校を出でて親のあと継ぐ
東京タワーもはや古りにけり

休憩一時茶をすすり飲む

点滅のネオンにしばし瞑想す
汗拭いてふと気のっける昼の月

人
昔三

古寺を巡るやＧパンの群

世

遠くから笑みかぐわしき女来る

久々に逢ふ友のなっかし

亮

しばしの間気晴らしをせん花の下

蓮華畑は夕べ明るく

蔓一世蔓人虹亮一世蔓虹人亮一世蔓人虹

ナォ清貧の軸をかかげてひそと住み

と

八東京・草茎ｌその一Ｖ

花

歌仙﹃山清水﹄※

形見の時計肌身離さず

杉

甲虫追う孫は幼く

宇田零雨

冬の灯を小さくともして小晦日

︵於・草茎社︶

仁

本

竹刀の音が園にひびかう
朝まだき汗して仰ぐ天守閣

加藤えう子

一周忌近く夫恋う未亡人
東浦佳子

宇田零雨捌

胸の奥までしみる涼風

寺の名を書きし柄杓や山清水
きらきらと光る玻璃戸を開け放ち
鈴木つとむ

神経痛の痛むこの頃

連子窓より見ゆる牡蠣船
街騒を遠く歌声流れゆき

筧の音の庭に錫す
田坂八重子

中天に雲一つなき月今宵

菊人形に入選の沙汰

ナゥ色烏の中を旅ゆく二本松

昔ながらの羊菫の味

百年の老舗の修業きびしくて

平成五年七月十七日首
平成五年九月十六日尾

春雷遠くすぎ去りしまま
み

児玉俊子
馬渕通子
稲垣治子

つばくろついとかすめ行くなり

とめどなき落花にひとり佇ちつくし

″

堀内一子

治

″

八

通

″

古田悦子
西尾みる

夕月のほのぼのかかる杉木立

峡をへだてて渡りゆく雁
ワ去来忌にめぐりあいたる京の旅
おしやくりの友もてあましたり

婚期遅れて派手なお化粧

お見合いの日取りと場所をひた隠し

冬将軍が轟々と過ぐ

マンションの独りの夜の玉子酒

難病の母の癒ゆるを祈りつつ

月給袋はたく昨今

世の中は不況の波のひろがりて

風船空に消ゆるはかなさ

賑わえる八幡様の花大樹
心写の池に揺るる陽炎
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岸

八俊え悦佳俊え一子八俊み一よ佳え一治

ナォ久々に訪う故里のうつくしく

婚約成りし喜びを抱き

大夕焼に染まり佇む

七年の恋がようやく実りたる

図書館へつづく並木の枯葉踏み

四十過ぎてもいまだ独身

佳

小林三代子

佐野とし子

日笠靖子
廣田節子

佐渡谷ふみ子

たまさかの旅の出湯のやすらぎに

ナゥはららごに酌めばほとほと胸に沁み

木の芽漬などいえづとに買う

幻の志賀の都は花満ちて

︵於・草茎社︶

夢の如くに遠き春雷

平成五年七月十七日首
平成五年九月十六日尾

宇
田

木
村

も

都

筧

八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙﹁老鶯や一※
宇田零雨捌

良寛堂はこの近くとか

夏潮の香に咽びつつ旅幾日

軒ごとに干菜からから鳴りつづけ

老鶯や一の鳥居は湖の中
宇田零雨
鈴木佳子
水野治夫

杖をたよりに予後の散策

北風小僧駈けおりてきて

茅花流しにそよぐ胄芦

せっかくの吉のおみくじ吹飛ばし

旧道を行けば郷愁募りきて

磯直道

月冴ゆる夜はひびく靴音

牧

急逝の友偲ぶ秋寒

雁渡る葛飾の天月淡く

狂院の窓はぴったり閉されて

と

高原牧子

″

佳

口笛に吹く若き日の唄

向っ嶺にずんずん昇る望の月

離に匂う萩のひとむら

ワ菩提寺へ手土産にする今年酒

政治改革関わりもなく

渡辺ハツヱ

懐紙にそっと記すざれ歌

Ｊリーグアントラーズが優勝し

父母の悌思い出しつつ

噂りのごと町はにぎわう

靖

化粧することも忘れて暖簾守り

花罪々と入学の子の肩に舞い
霞たなびく安達太良の嶺々

−114

永
雄

都筧都も佳靖と筧佳えと直靖子節佳水牧

り

八東京・草茎ｌその三Ｖ

歌仙﹃小鴨﹄
磯直道捌
宇田零雨

枝垂桜のほのと片隅

ナォ珍らしき壺焼料理喰べながら

金婚式は明日となりたる

何となく雲の流れの気にかかり

スキーの宿に集う面々

アルバムを開いて見れば妻若く

磯直道

人馴れた狐の親子近寄り来

さむざむと月の波こす小鴨かな
中山みよ
加藤武子

町騒寄する枯蓮の池

朝夕に通いなれたる散歩道
ふと口ずさむ遠き日の歌

降りだしそうなどんよりとした空

植込みでにやりと笑う物狂い

宮永ふみ子

山尾糸江
石上ちよ
稲垣治子
古田悦子

水面かすめてとべるつばくら

孫にひかれて昇る石段
湖の朝海賊船は波蹴立て

素行の悪き夫につれ添い
穂芒のややに乱るる河川敷

秤鰔廻蓉十峠朋二十初申誇︵文音︶

ナゥ団栗のしきりに落つる山の家

心にしみる秋の風鈴

宵闇の灯のほつほっと点りそめ

単身の部屋にピンクのワンピース

直

父祖の墓花の一枝捧げ持ち

裏の稲荷に供う油揚

なつかしき校庭狭く遊ぶ子等

渡辺一めき

サイレン鳴らし走るパトカー

み

のどかに昏るる郷の閑けさ
糸
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朱藥の花の匂う潮どき

神経痛のうずく秋寒

武

ワはっ夏の夢にまどろむ旅の宿

ゆくすえを想いて仰ぐ月の量

何も語らず結ぶおみくじ
朱の社ゆゅしき豊前一の官

ち

悦

治

あ

思い出さぐるつれづれのまま

命華やぐ春宵の宴

若花田初優勝の美酒に酔い

悦治ち糸あ武み直ふ悦治ち糸あ武み直占

八東京・草茎ｌその四Ｖ

ナォ春の昼スクエアダンスにはずみいて

宇田零雨

いたずらの好きなお化けのＱ太郎

ふんわり浮かぶ白い綿雲
旅果ての記憶にすする心太
伝言板に﹁蛍見どうぞ﹂

取り合いし手に胸はときめき
プリンスの愛受け止めし倖せに

池田昭子

磯直道

歌仙﹃時烏﹂
簾にほのと白き夕顔
松田千佐代

磯直道捌

品のよき青磁の壺の床にあり
家宝の軸は﹁和﹂と筆太で

木部八千代

時烏故山の闇に鳴き陥ちぬ

月あげて新酒の酔のほんのりと

渡辺常子

一休みする新涼の海

唐黍ともんじや焼がよく売れて

まんまるの十五夜さんを仰ぐ母

息をひそめし池の大鯉

ナゥ予後を守る隠棲の身の冬至粥

うららうららと響く神鈴

︵於・小倉法華クラブ︶
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仮装行列興味しんしん

そぞろ歩けば秋の水澄む

有野久美子

埋火かきて明日を占う

落花罪々幣取り替えし天狗岩

未来へとはばたく夢は果てしなく
佐藤ゑつ子

山口安子
田尻禮子
浜崎琴代

ゥ孟藺盆会うからやからと打ち連れて

博多ラーメン評判の店

流し目の粋な鉢巻板につき

奥平ふみ子

恋に破れし過去を秘めたる
空港のロビー見送る人もなく

平成五年五月十八日尾

平成四年十月四日首

水陽炎にゆるるわが影
水野ツチエ

直

野末はるかに望む冬涛

昭

北風の吹きて月光さむざむと
政界ニュースいやなことのみ

常

八

千

クラシック聴きて心をはらしむる

霞む彼方へつづく分校

ステンドガラス美しき窓
想い出は雨の坂道けぶる花

ゑ琴禮安久常八千昭直ツふゑ琴禮安久〃

八東京・草茎ｌその五Ｖ

歌仙﹃俳譜の春﹄
磯直道捌
宇田零雨
鈴木つとむ

磯直道

俳譜の春もあけよと合掌す
初東雲のふるさとの嶺々

大漁旗は水脈に向きたる
山尾糸江
小川廣男

日笠靖子

菊の香りのとどく濡縁

白壁に沿いて曲れば海見えて
筆置いてしばしたたずむ三日の月

糸

直

靖

つ

田村登喜子

枕屏風の古りし浮世絵

ワ弥次喜多の旅秋興のはやり唄

艶然としなだれかかる妻若く

金庫の中に積みし札束

ひそひそと鼠の会議大晦日

廣
登
つ

くしやみをすれば失せし月光ゲ
湖の辺のホテルで連句巻き続け

テラスの外の四方は山々

糸
廣

直

靖

乾杯のワイングラスに映る雲
定年の師はうららうららと
みよし野の奥千本の花満てる

雨も上りて巣烏鳴きたつ

ナォもうひとつ朱印いただく寺巡り〃

村の灯りのうるむ夕暮登

いしぶみに恋の想い出たくす文字っ

夢の通い路忘れはてたる靖

狂うがごとく黒揚羽舞う糸

登

おむすびがころりと落ちる穴ありて直

焼酎の瓶を並べてかく胡座廣

ご託くどくど元は弥宜なり

原発の出来る噂に騒ぐ里っ
三本松の切られたる跡靖

はたと鳴き止む道端の虫糸

月の面のあばたの影のごつごつと直

厩舎の中でまろぶ子供ら登

ナゥほいほいと馬をなだめてそぞろ寒廣

ほっとして喰う皿の草餅靖

新聞の計報の欄に目をやりてっ

遅日をなげくこともなかりき糸

花筏渦水漕に緋を描き直

︵於・箱根︑トータルクラブ︶

平成五年四月十日首尾
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八東京・草茎その六Ｖ

歌仙﹃植え了えし﹄

植え了えし竹に水打ち酌まんかな

涼しき風のわたる縁先

目覚むれば故里にある心地して

磯直道捌
宇田零雨
小林三代子

ナォ母馬を子馬ぽくぼく追いかけつ

リハビリ中の散歩コースに

傾きし社に置きしお饅頭
不倫の恋は遂に終りて

妊りを告げず涙のはらはらと

簾に止まる蛍一匹

キリマンジャロにあこがれし日よ

夕闇に稜線しるき夏の山

片隅にある死亡広告

性年の映画俳優セピア色

小窓閉じ無月かこちて籠りたる

妹尾延
高原牧子
水野治夫
石橋未どり

ナゥドラ息子叱りつけつつ貼る障子
泥だらけなるサッカーシューズ

商売はそっちのけなる日の続き

香り豊かに秋果盛られて
小川廣男
妹尾昭
小川悠子
牧

磯直道

久方ぶりの朝寝楽しむ
鶯にほのと苫屋の花明り
春を惜しみて交わす盃

粋鰄琿曄十圭朋十一一一甲牽︵於・住友クラブ︶
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若き日の歌口ずさむなり
あかあかとビルを照らして昇る月

煉瓦の道に柳散り敷き

ゥ大川に汐の香高き震災忌

面影淡くうすれゆく頃

初恋の人の醜聞かき消して

億となりたる政治献金

昭

暖炉の火燃えてパイプをくゆらせる

灯り暗きに冴える三日月
だんだんと賑やかになる通夜の客

延

未

依心

税の相談僕にまかせて

廣

突然の雨にかけゆく人多く
天意と言いて首相引き受け
真白なる雲押し上げて花万朶

治

胄きを踏めば遠く霞める

延廣牧悠昭治三未直延未三昭治牧廣悠直

八松山・草茎松山支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃星月夜﹄

秋果に添へし友の絵手紙

ひたすらに癒えよと祈る星月夜

筧で誘ふ溪川の水

煙草干す親子の話はずみゐて

寺岡情雨捌

ナォ撃留の小舟をあやす春の波

長屋の壁を洩るる睦言

足どりしかと車椅子押す
新婚の夢はふくらむ設計図

冬期五輪に揚げる日の丸

真夜中の麦は何時か雪となる

どよめきが涙となりし大広間

壷に凛々黄菊白菊

再審判で晴れし冤罪

富田きみ枝

寺岡情雨
武知千代
杉浦朝子

神のみが知ると誠を貫きて

落人の里に名残の月かかり
百寿の父の打ちし新蕎麦
ナゥ扁額の金泥の文字堂々と
老舗並びし町のしづけさ
生涯を茶杓造りに余念なく
趣味と実益いつも不一致
待望の架橋も成りし花の島

平成六年五月二十日首尾︵於・花もめん︶

前後左右に燃ゆる陽炎
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やま

大西素之
吉金白水
山田久栄
吉岡雪洞

寒々と玉兎の渡る鉱山の村
炭焼く他に能無しと言ふ
ゥ宮島の日帰りツアーグルメ旅
見ると聞くとの違ひはっきり

千

朝

利権屋につい乗せられし口車

素

き

蚊遺くすぶる裏の濡縁

白

ギンギラギンに飾るハイミス
この次の逢瀬はいつと迫られる

夏の月ぐらりと揺るる塔の上

久

き

朝

千

圭ヨ

オンザロックの酔ひも程よき

温泉の坂を登れば元の廓町

紺の緋の似合ふ青年

花万朶子規居士慕ふ句碑めぐり
おぼろおぼろに昏るる永き日

情久白素き朝千雪久白素き朝千雪久白素

八松山・草茎松山支部その二Ｖ

歌仙一春の﹄水
湯の街の細き流れや春の水
芽柳揺らすさみどりの風
うららかにピアノの調べはづみゐて

寺岡情雨捌

朝

吉金白水

富田きみ枝

ワ奥祖谷に住む佗びしさの藁砧

″

週末のみの妻はいつ迄

久

弥

政

中年過ぎし婚前の旅

ナォ馬柵に沿ひ若駒いつもぱかぱかと

っのり来し熱き思ひを果し終え

雪見障子をすべて開ける

日脚伸ぶ午后の写経はやや乱れ

補欠選挙は又も革新

主義主張まげ大臣に納まりて

皿鉢料理に跳ねる石鯛

絵簾の涼しく揺らぐ夏座敷
備前の壷にしるき火だすき大西素
月光の妙なる曲は誰ならむ
城吐に生ひし矢竹爽やか

シャッターチャンスじっと窺ふ

ナゥ秋の蝶吹かるるままに吹かれゐて

惜しまれて逝きて還らぬ﹁ハナ肇﹂

遅日の縁に眠る三毛猫

笑ひに命かけし生涯
花の雨衣桁に古き花衣

平成五年九月十二日首尾︵於・東雲公民館︶
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寺岡情雨
杉浦朝子
井上弥生
永井政子
山田久栄

思ひ出しては綴る自分史
尊厳死願ふ時世と変り来て

情

一人ぶらぶら文学の道
新走り月に供へて月の宴
山脈遠く消ゆるかりがね

サフランに降る雨の冷たさ

月ほのと管貫祭にぎやかに

白

久

丹前に残る移り香懐かしぐ

西瓜提灯さげて帰る子

政

き

久

円高で自動車不況ままならず
まづ情報はコマーシャルから
花冷えの如意輪堂は閉ざされて

夢のごとくに霞む古里

￨青素政弥政朝朝政之情弥情弥久弥白情弥

八東京・くのいちｌその一Ｖ

歌仙﹃年新た﹄
鷺ひとつ降りて河原の年新た

朝日さし込む水仙の床

来るはずの友の好物ととのえて

暉峻桐雨捌

暉峻桐雨
内山司花
吉田吉女
仙波鶴女
伊藤紫苑
矢島眸
烏沢霞

嫁のお燗はまいどぬる燗

ナォそそくさと仕事着ぬいで春炬燵

気付かれぬうちにやめようオフィス・ラブ

添いとげられぬ愛の行く末

どこまでも続く枯野の道はるか

三浦三崎で大根を買い

行商を終えてはなしのはずむバス

風のたよりの伜気づかう

ＰＫＯ地雷撤去ははかどらず

無縁仏に曼珠沙華咲く

落鮎えらぶ湯治場の客

誰彼となく名月は照らしおり
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まだ灯の消えぬ裏の作業場
月さやか足音かるく追い越され

爺にとどける秋の色草

お手々つないで登る坂道

小屋ぬりかえて犬の名を書き

ナゥ通勤のラッシュアワーに身をゆだね

ゥかしましく木の実ついばむ椋の群

司

秤鰄亜雰一一朋攝聿暗尾︵文音︶

造り渚に浅鯏はまぐり

去年より今年は早い花便り

初蝶も舞うスケッチブック

ひっそりと旧街道の大檸

桐

電話のベルにいつもときめく

紫

鶴

士口

プリンスの初恋デートままならず

客足のとだえた午後の喫茶店

霞

眸

守宮はりつくステンドグラス

司

桐

女房が下げた禁煙の文字
お隣
とテラスで語る夏の月
やもり

吊橋ゆれるボーイスカウト

鶴

圭ロ

この村もいずれはダムの底となる

苗木の市も早仕舞する

遠山は雲にまぎるる花の雨

桐霞眸紫鶴吉司桐霞眸紫鶴吉司桐霞眸紫

八東京・くのいちｌその二Ｖ

歌仙﹃三尺寝﹄
暉峻桐雨捌

暉峻桐雨
烏沢霞
矢島眸
内山司花
吉田吉女
仙波鶴女
伊藤紫苑

地下足袋の小はぜたしかめ三尺寝

ゥ通りしな隣のざくろひとつもぎ

桐
眸

霞

そういえば今日は満月友よばん
しがらきの壺似合うりんどう

夕さりにまだ残ってるふっか酔い

鶴

歩みのおそい連れとあと先

ナォ烏ぐもり思いおもいの羅漢様

バーゲンの派手なブラウス気に入って

けさ鳴りだした硝子風鈴

あの爺さまを口説いてみよう
大花火今夜だけだと燃えに燃え

前線停滞雨ふりやまず

いっせいにセイジカイカク幟たて

日曜大工ご自慢の作

がたぴしの引出しあかぬもどかしさ

テレビでは無月といえど団子盛り

秋の袷をしゃっきりと着て
ナゥ豊年の祭ばやしの流れくる
たそがれそめし葛飾の野辺
釣り仲間逢って話が長くなり

みやげがふえた手焼煎餅
沿線の花の噂で途中下車

知るも知らぬも春のさえずり

拝鰄壺雲唾朋十二叩雷︵文音︶
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打ち水おえて吹きぬける風
懐石の予約とりけす電話きて
急にきまった繰り上げ入選

つれてる犬に吠えかかる犬
キッスマークを隠すスカーフ

司

通夜の家出てふりかえる冬の月

紫

圭ロ

お見合いもたび重なればよく食べて

お晩でがすと叩く拍子木

霞

桐

横むいている棚の人形

海鳴りの聞こえる越の宿場町

司

眸

車をとめて地酒買いこむ

お宅入学うちは浪人

いそいそと花見がてらのクラス会

桐紫鶴吉司眸霞桐紫鶴吉司眸霞桐紫鶴吉

和竹西多咲政静

八松山・興聖寺ｌその一Ｖ

弥

松永静雨捌

恵

歌仙﹃崖観音﹄
海に向く崖観音や風薫る

大漁船に舞へる鰺刺

たもとほるレトロの家並しっとりと

いと芳ばしく匂ふ珈琲

子の夢に忍び込みたる月の光ゲ

出窓の下にすだくこほろぎ
ゥ秋たけて首筋さむき永田町

お稲荷さんを祀る屋上

ストレス溜まる長期出張

賑やかな歓声メリーゴーランド

執達使とは嫌な職業

三次会までも笑顔でつき合ふて

月蒼く雪の盆地の鎮もれる
バンクーバーにてきれし悪縁

炉火のまわりであぶる干鮎
恋文に記念切手を惜し気なく

昇天竜の季語も古りけり

時差呆けのままに侍りし花の句座

政香多久籟女喜男子雨
多政恵西女籟多

井松大戒周永松
上末月能
井永

晃

長
戸
大
野
渡
部

ナォ無造作にむいで頬張る夏蜜柑西

目も離されぬ野党連合籟
仮の夫婦で果たす仲人静

結婚の紹待状が届けられ政

辻棲が合はい話に汗をかき多

きしきし鳴らす縁の藤椅子香

日曜はお昼過まで寝ると決め恵
チワワのペロが顔をペロリン西

旧かなと現代がなを使ひ分け多
柿も熟れしと加奈陀への文晃

庭池に小望の月の影ゆれて和一

温め酒に炎ゆる思ひ出香乃

ナゥ年の瀬の手形が少し気にかかり

聴
盗
い
怖
波
電
ふ
交
び
と
政
腎臓にきく蜆︒蛤晃恵

何よりも環境保護が第一と多

春のコートはカルダンの作執筆

花時は静かな村も賑はへる籟

平成五年十二月十一日首尾︵於・松山市西女庵︶

１

八松山・興聖寺ｌその二Ｖ

歌仙﹁海の初日﹂
大いなる海の初日をしかと享く

打ち重なりて光るたわら藻
にぎやかに三面記事を彩りて

優勝カップ囲む友だち

栗むぎっ栗名月と思ふなり
寝静まりたる椋鳥の群れ

松永静雨捌

大野宙心

松永静雨
大月西女
戒能多喜
井上和久
渡部晃女
永井政子
多

ゥ継獅子を習ふ宮居の秋もはや

ずらりと並ぶ町の顔役

静

宙心

静

ナォ春雷の遙か彼方に育ちいて籟

政権変はる兆しなるらん多

すす払ひしてやっと落ちつく政

船頭の多き船ゆえ頼りなき

奉るロマンのホ句も春星忌和

癌予防にと届く松茸政

いまも尾を引く行き摩りの恋香
田ン畑を売ってまとめし手切金多
河向かふへと決まるバイパス籟
自然保護︑環境保護を口ぐせに静

猪の親仔が覗く裏木戸西

読む程に妖しき﹁雨月物語﹂多

ナゥなに事も馴れよと言へる訓あり和

籟

帽もかぶらず藺草刈り取る多

帰省子のローンを返すアルバイト

社長と言ふもただの御隠居晃

ごつごつの幹に似合はい花咲いて和

平成五年十二月十一日首尾︵於・松山市西女庵︶

四阿ぬける麗かな風政

松末竹籟
長戸弥香

うら若きお妾さんは白痴美か

サウナの後の熱き柔肌

ぽんぽんと弾む護謨毬つきもして

良寛さんに似たる住職

晃
政

籟

多

浴衣兵庫帯桐の正下駄

月青く秘蔵の梅酒すすめられ

留学生にならふドイツ語

ようやくに覚醒剤と縁を切り

西

静

仔猫につけし純金の鈴

伝へふる匂ひ桜の香もしるく
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八郡山・郡山連句会ｖ

歌仙﹃紅葉踏む﹄

ジェットコースター準備ＯＫ

ナォ色々に春の連休夢を待ち

手を取りて国際線に席を占め
チャペルの下に二人嬉しく

国外の不慮のニュウスに気もそぞろ

値上と決まる酒の看板

工事場に緑十字旗無事祈り大原紗
佐藤一存

佐藤淳捌

大槻芳野

紅葉踏む大宮人の心もて

風爽やかに紫の袖
依田きよの

雨けぶり湖の水嵩坂の町

尊き法灯日夜守りて

セレナーデ月優しさの街路樹に
大和田悠紀

主待つ如き高級車あり

酔漢の声の去り行く十三夜

静かな野面威銃爆ぜ

青空仰ぎ若者の群

佐藤春
中西瞭

の

果物ナイフ光る卓上

戦后も遙か平成の春

久闇の言葉交はして花筵

秤鰄亜舞十斗朋に計甲壼︵於・佐藤淳宅︶

−12ﾗー

薄物に変はりし部屋の軽やかに

熱帯魚買ひ帰り来る子等

の

淳

孫の写真の遅しき顔

ゥこのところチラシの重き朝刊紙

電話を受けて胸の高鳴り

紀

淳

ナゥ忘却の刻の間ありて烏瓜

肩を寄せランプの宿に雨を聞き

リストラに耐へて明るき未来あり
春

野

古い駅舎にある大時計

渋滞の高速道路上下線

友の見舞に冬毎持ち

紀

瞭

堀越ふみ子

電波輻棲国境の無き

土産の苞に家族楽しく
寒月の水鏡詠み日記閉づ

意味不明選良と読む政治面

子

野

上雲雀鳴く安積野の里

美しき膝並びゐて花の茶事

都子瞭淳野の春都子紀淳瞭の都子春紀淳

八豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃恋々まつり﹄

新走り恋々まつりに酔いにけり

亜舩鋳蛎捌

東明雅
矢崎藍
斎藤吾朗
宮下太郎
近松寿子

ぽっと染まりし紅葉全山
渡る月大地の縞を占いて
かじけ猫目とじ目をあけ膝の上

小林しげと

機織る音のことりことりと

こけしの鼻に細筆を入れ

宇咲冬男
八木聖子
斎藤基生
佛淵健悟
福田真久
本屋良子
柴田鯖

ワ移るえる時を濃くなる堂の影

番号を違えて出したファクシミリ

奥村富久女

佐渡が島世阿弥眺めし月涼し

金にまつわる推理小説

草のいきれを抜ける雄鶏

だめだこてこんげところでそげなこと

ふっとせつない沈黙のなか

情夫も本夫も捨てて仏門

近藤蕉肝
岡本星女
伊藤治雄

塚本田天志

ピアスした乳首にダイヤきらめかせ

賄賂強要資産蓄積

ぬけられぬ真田のぬけ穴花の昼

雲むらさきに連句うららに

ナォ虻叩く牛の尻尾のゆらりゆら月山壹

泥の農具をすすぐせせらぎ小園好

コンニチハ異国の嫁のにっこりと繁原敏女

また待ち呆け木枯の駅中島啓世

歌うアリアは﹁愛の妙薬﹂森岡しげる
ひたむきな願い届けよ神の留守東郁子

海底深く沈む外米高橋良風

なぜサッがいると犯人腹を立て下房桃蓄

南漠へ和冠の船が押し出せる鈴木春山洞

産み落としたる卵手に受け中尾青宵
月光のすばらしきこと御結構窪田薫
野に水引はその名ゆかしぐ高木文子

綱遠のける若き関取加藤治子

ナゥ裸身より楽のひびける肌さむし薗理恵

いつの間にただ酒ばかり強くなり佐藤俊一郎

五センチばかりの浮遊感覚藤本花夜子

平成五年十月三十日首

☆

花筏吸い込まれゆく頭首口国島十雨
ひらく未来に風ひかる街加藤正一

平成六年三月吉日尾

︵於・とよた連句恋々まつり︶

︵豊田産業文化センター︑あと付廻し︶

☆頭首口⁝・・豊田の明治用水の堰
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八豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃狂句さざんか一

狂句さざんかの舞ひてはてなき宴かな

誰そや炉あかり笠のおもひで

嶺幾多健脚誇り登るらん

矢崎藍捌
矢崎藍
斎藤吾朗
高橋良風
柴田初美
加藤治子
風

源平合戦絵図奉納会節

ナォ声のみをってに旅せむ揚雲雀治

板前さんは今日も不機嫌聖

馥郁と妻太らせて館富めり代

泡をふきつつ走る沢蟹後藤志津枝

手まねきでことの済みたる田植どき谷本守枝

一癖も二癖もある男ゆゑ聖
まだ能登のひと胸に煉り道

代

心にもあらず相槌うちすぎて壹

鉛筆なめて自叙伝を書く

女

即王

士心

月まどかシンドラーのリスト出でし世に道

糸瓜の水の壜にしたたり

ナゥ﹁大正か﹂﹁昭和﹂とこたへ秋帽子壹

九十九折れして着きしこの里女

共修の家庭科教室せまきこと

たらひ舟漕ぐ波のうららか治

花おぼろ出あひの数の別れあり

独り老いたり糸遊のなか女

︵於・喧梱華文センター︶

平成五年十月三十一日首
平成六年五月三十一日尾

T句守

隈どりの目でとぼけてる犬
有明の月の市場はざはめきて

トラック野郎歩むやや寒

深谷喜代子
美
好

藍

一塁

柿本時代
岡本道子
繁原敏女
長坂節子
八木聖子

月山一軍

小国好

ゥ新蕎麦の香りに故郷懐しみ
隣の奥さんちょっと気になる

昼しじま髪洗ふ音絶えだえに
おはぐろ蜻蛉風にひらひら
是非いまだ分かるる川の堰はでき

権力の座を射とめたき仁

十夜講なる山門の月

尊厳死みづからの意志あるうちに
冬めけばぴりりと辛きカレー煮る

春の噴水さんさんと降る

家事は些事とも大事とも聞く
からくりの袖ひるがへり花広場

一上皇／−

八松山・佐久良連句会ｖ
ず

歌仙﹁石鎚の頭﹂

鈴木春山洞

鈴木春山洞捌

ぽつかりと石鎚の頭や登山道
白方筍子

筍

大本まこと

瀧のはげしく落つる水音

遙かに動く牛の群見え

洞

井門可奈女

温泉の静かに明かき窓の月

ま

カルストの高原の果テ眺めゐて

芒にそふる団子色どり

奈
洞

ゥ身にしむに形見の羽織ひっかくる
﹁すまんね﹂と近よる男ぽそと言ひ

筍

人待ち顔に少女佇む

かきたてられし恋のもえたち

一輪差しの山茶花の白

高く手をあげタクシーに乗る

筍

洞

ま

ま

呑示

読みさしし頁に栞はさみたり

洞

せ

急病の母を見舞へる心急き

もののけはひを身近かに感ず

奈

ページ

奉示

雛の屋形にともる雪洞

口切りの葉茶挽く部屋に月の射し

闇の中妖しう咲ける花の散り

生垣背丈乱れ始めし〃

ひと

ナォ春雨を傘さす妓の見る格子ま

サイレンのけたたましくも鳴りさわぎ筍

ブリッジ降るる担架ありけり洞
看護婦の紫陽花を活く大き瓶奈

香水の香り残し去りおり石本みち枝
明けてなきポストの文を待ち悲しま

笛に合せて舞る羽衣奈

いと

手を取り合ひていそいそ行かん筍
愛しさのつのりしままに遁遙す洞

一調のひびく中空月かかりみ

じてい

むら

芒叢立ち風に揺れたるま
ナゥ赤とんぼゆきあたるほど飛び交ひて筍
ピルの谷間に灯を見る洞
ねむき目でワールドＪ戦応援し奈
耳底に響く歓声のありみ

吉野山花訪ひ尋ぬ日を億ふ洞

霊場めぐり打つ遍路バスま

︵於・愛媛県生活文化センター︶

秤唖垂蓉執盟一汁部串雷︵出勝︶
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八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃蓬莱に﹄

蓬莱に間かばや伊勢の初便り

七日の朝を鴛鴦の仲良く
毬つける子等にぎやかに集ひ居て

土手のつくしの背くらべする

野遊びの帰る彼方に朧月
祖母手づくりの櫻餅なり
ウハモニカを吹き吹き歩く家の中

もみあげ伸びし少年の夢

公羽

宮下太郎
若松照代
折原麻美
大石勝五
横田成麿
石田一皐

加藤望子
戸田貝江
山田章子

リエ型か雅子さん型かいかにせん

場所の終りは恋の終りと

赤松よう子

藍皿に盛る茄子のしぎやき

芳田龍子
高橋敏子
山本房子
山本貞子
遠藤翠
宮内恭子
須田幸子

悪酔も醒めてしまえばただ涼し

蘭の蜜きらりと光る月の窓
かなかなかなと病院の道
ふるさとの紅葉の誘ひうきうきと

伐られし森のしるき噂り

潮騒かすかいづくともなく
おみくじは大吉と出る花の寺

ナォあたたかく山の校舎を巣立つ子等畑村春子
バイク買ふとてバイトするなり佐々木展子

初一念をぐっと貫く安江真砂女

髪長く脚長けれどやや古風河村扶美

ＥＣ諸国前向きの冬川口摩知子

凍りゐし心も情に溶けてゆき高畑自遊

駆け引きがヘッドラインに躍る朝小林梁

幼な子の目に地球輝く猪平十糸子

ファミコンの映す画面は宇宙戦藤井治
星ひとつ連れ黄に似し月黄川田美千穂

霧晴れず新幹線の足乱れ渡辺博
忍者屋敷で蟠蝉を聴く金子九星

ナゥ変身の仮面ぴったりハローウィン山口みづえ

古き写真となりてセピヤに坂田はま子

大垣の水辺を旅の終わりとし露木崇夫

宅急便で送る名物佐久間淑子

氏神に細き雨なる花篝阿片瓢郎
菫ほほえむ一筋の道小林しげと

粋鰔壷蓉畦朋一十苛印霊︵付け廻し︶
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八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃絵双六﹄

安江真砂女

高畑自遊
宮下太郎

皇室の恋の上りや絵双六
とうとうたらり長き初夢

口づけの名残を惜しむ潮騒に
肌の白さのいや日焼けして

今は昔のうたかたの恋

佐々木展子

加藤望子
藤井治

小林梁
横田成麿

猪平十糸子

若松照代
河村扶美
渡辺博

山口みづえ

百名山のぼる計画たてるらん

鼻まで隠る入学の帽

ほの暗き棚田にうつる春の月

厨の隅に浅鯏つぶやく

鉄橋をよぎる驫音冷やし馬
いい石あれど河の真ん中
折しもの月美しき伊吹にて
ふきおろす風すでに肌寒

ゥ母の里与謝野晶子の碑のありぬ

用済みの案山子寄り合う納屋の奥

川口摩知子

石田一扉

携帯電話ビピと鳴りだし

須田幸子
山田章子
山本貞子

兄弟姉妹揃う麗らか

秘仏見て醍醐の花にまぎれ入る

新茶の香り部屋に漂い大石勝五

ナォ逝く春の笹の葉を解く麩饅頭黄川田美千穂

生涯を西夏の文字の研究に宮内恭子

ぐずれば聞かす西遊記なり折原麻美
百間の練金術など児戯のこと金子九星

風邪の治らぬ張り番の記者佐久間淑子
午前二時熱燗ぐっとひっかけて畑村春子
逢えばはげしき愛のひととき芳田龍子

新婚の妻おいて行くＰＫＯ山本房子
しっかり実づく庭の南天高橋敏子

木の葉山女のひそかなる鶏坂田はま子

月光ゲの至らぬところ奥深く戸田貝江

ナゥ戸隠の社に詣で走り蕎麦遠藤翠
初物食べて命延びたり志甫江美子

大極拳やっと決まりし蹴の型赤松よう子

裏の藪から鶯の声西山真樹

渤海に対す像ありき花の雨阿片瓢郎

胸文学館︶

燧道出でて霞晴れたる露木崇夫

秤鰄垂癖子朋二什一恥叩雷︵僻か
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八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃君子藺﹂

春の扉を開け放っ朝

君子蘭そこばくの朱をおごるなく

坂道多き町に手を振る

風光るヘリコプターは中空に

筆措けば墨匂ひくる十三夜

汐満つ川に並ぶ蕉釣り
ゥ語り継ぐ巨人伝説鹿の宿
厚化粧して行く人はだれ
朝帰り髪一筋の乱れなし

殿様首相やつと着任

待ち受けるドル百円の荒相場
句をひねりつつ辿る箱根路

夜の蝉半月白くたて割りに
かぐや姫てふ冷酒よろしく
勘定のことなど幹事打ち忘れ

国学院は青山にあり

柵越えて片枝伸ばす花盛り

歌碑の裏側しげき噂り

ナォ風船はワイン券下げわが庭に

今日は特別はずむ養銭

大統領四島返還いつのこと

誤解の未の結婚となり

ニコライ堂のイコン古びて
恋文は蜜柑箱にてつづりたる
阿片瓢郎

共柄のセーターを着て成田発

鉄塔一基寒風に聟っ

川口摩知子

円高の利益還元少しだけ
漢方薬の買い溜めをせん

八十翁山また山の旅の杖
頭の体操欠かすことなく

志甫江美子

小林梁
芳田龍子
山田章子

薄墨の花の匂ひのいつまでも

平成五年十二月吉日尾

平成五年四月吉日首

︵付け回し︶

蝶よ蝶よの仕舞めでたし

コロボックルがひょいと顔出す

金子九星
遠藤翠
畑村春子
加藤望子
藤井治

この宵のあと月蝕は二年後と
サインコサイン解けぬ秋窓
ナゥ穂芒のはためく丘の運動会

佐々木展子
安江真砂女
猪平十糸子

大石勝五
山本貞子
戸田貝江
黄川田美千穂

高橋敏子
折原麻美
露木崇夫

山口みづえ

佐久間淑子

坂田はま子

赤松よう子

横田成麿
宮内恭子
河村扶美
山本房子
高畑自遊
若松照代

石田一星

西山真樹

小林しげと

渡辺博
宮下太郎
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八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

歌仙﹃初鶯﹂

昼から雨のはれてあたたか
小林しげと

宮下太郎
早川教子

初鶯酒折宮に鳴きわたる
あの山もまたこの町も麗らかに

黄川田美千穂

芳田龍子
金子九星
若松照代
高畑自遊
畑村春子
加藤望子
山本貞子

川口摩知子

小さな駅の人の親切
月代の犬の遠吠え遠柵

石田一尿

屋台のうどん畷るやや寒

礫刑の絵を輝かさんと

太

メルシャンのロゼの薔薇色瓶に透く

肚きめた地獄もよしや君と寝て
あしたは明日まかすなりゆき

鐘にうらみを込めし紀ノ川

ゥえびかずら谷風通るたび揺れて

潮の香の髪にまとえる夏の月

葦の茂りを払う鉄剣

美

摩

し

教

柱時計の振子やすまず

夢醒めて夢の続きの父母のこと

蒔絵の椀にひらく蛤

正客へひときわしるき花吹雪

犀星に似たひとに道訊く九

ナォ春惜しむ百万石の城下町龍

バンカラは白線帽と共に消え照

押され気味なり女軒昂自
暁の硝子に雪の華咲く望

みだれ髪ワルッステップ急転す春

卓上に冬のトマトの鮮やかに貞

俳画楽しむ翁百歳京

故郷の小さきお堂思い出す太

舌にころがす黒い飴玉教

横雲を払う下弦の月清しし

体育の日も無事に終わりて摩

ナゥ大都市に山形産の案山子才っ美

連立政権未だ成らざり龍
金銀の妙手で決める詰将棋九
孫神妙に絵本ひろげる照

花の園ミッキーマウスも遊びいて自

霞のなかに寝てしまいけり執筆

秤鰄垂轌仁朋三十一口印蕾︵雄一梓蝿醐嬉蝿霊訶︶
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八東京・鹿の会ｌその五Ｖ

歌仙﹃はまなすの花﹂
宮下太郎捌

宮下太郎
黄川田美千穂

はまなすの花に佳き日の風来たる

夏鶯の声の明るさ
猪平十糸子

芳田龍子
宮内恭子

久しぶりなる鴬の天ぷら

真

西山真樹

登山帽バッジ数々留めつけて

八百八島望む大灘

ゥ父母の息災にしてそぞろ寒
寝ねられぬ夜はのぞく姿見

恭
美

ナォ青年は空の高さに春惜しみ

西田哲学いまは何処へ

焦げぐせのつきし厨のフライパン

裏の畑に筆るにわとり

沖航く船を洗う夏潮

肌脱ぎの総入墨が汗かいて

お七の乱す赤い紅絹裏

どこからか半鐘の音聞こえくる

逢引はせめておくれ毛なでつけて
エスプレッソのルームサービス

さざなみのベニス運河に月砕け

赤玉石を賞める客人

冑松虫の今宵なりけり
ナゥ秋深き葬いの列長々と
細かき雨が降り始めたる
炭点前白檀馨る茶席にて

花吹雪今日の疲れは今日のみに

平成五年六月二十二日首尾︵於・俳句文学館︶

社の裏に笑う山々
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輪島塗り椀に浮かべる今日の月

くぐり戸をそっと開けたる音ならむ

龍

十

恭

ひときわ響く津軽じよんがら

わたり廊下を猫の横切る
政局は混沌として解散し

美

恭

鮫鰊鍋に句会始まる

真

粉雪舞う一升下げて月の道

十

太

だしぬけに博多詔りの飛び出して

美

同窓会は水温む頃

摘みし土筆をさっと茄であげ

花篝みめ麗しき尼僧なり

真美龍十恭太美真龍美真十龍真美恭太龍

八東京・鹿の会ｌその六Ｖ

歌仙﹃ががいも﹄

宮下太郎

宮下太郎捌

初秋やががいもの実のまだ青き

ナォ連翅がチャームポイント滑走路

細川さんは人気上々

束ねたる古紙回収の紐固く

シャネル五番をいつもきっちり

受け持ちの若い先生誘われて
無理を承知で一気飲みする

西の方入道雲の茜色

テトラポットに群れる舟虫

安江真砂女

芳田龍子

太
自
肯
真

平成五年九月二十八日首
平成五年十月二十六日尾

︵於・俳句文学館︶

赤子生まれて黄蝶白蝶

牛乳紅茶おかわりをする
言霊の光るがごとき花吹雪

シルクロードは日本にもあり
湿るほど砂の重さょスニーカー

ナゥ地の涯の織物並ぶ秋の蟇

萩のこぼれる小さきおたいこ

月見芋素焼きの鉢に盛れる母

海外旅行自由自在に

雨模様お吉の墓に香をあげ

但馬の奥の町の淋しさ

太

由

久住真由

佐久間淑子

夕べ出でたるたて割りの月
きりぎりす二階座敷に聞こえきて

葡萄酒そそぐ馬上杯なり
日盛りに槍持て進む大将軍

膳運ぶ娘の衿の派手派手に
涙のわけをそっと訊ねる

淑

淑
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滝の生れたる夢かうっつか

ぐっぐっと黄精を煮る男あり

龍
由

ワ砂時計逆さまにしてサウナ風呂

横座りして尻尾ふる犬

底無し沼の東みわたりいて
子供等の跳ね続けいる大晦日

太

龍

淑

鉈彫りの仏を照らす冬の月

卯年生まれを守る三尾神
東山峯のあちこち花盛り

真

昼暖かきアートネイチュァ

畑

春

村

龍春太淑龍春淑太龍春淑子由太淑龍真由

ハ相模原・慈眼舎連句会ｖ

歌仙﹃初秋﹄

ナォ切なさは惚れていながら粗が見え

激辛カレータバスコもかけ

誉属は牛王誓紙の大烏

昔も今も庚申の宵

小さき俵を内職で編む

赤田玖實子捌
赤田玖實子

あっけらかんと返す合鍵

藪枯し気随気儘にからまれば

月光に観測ドーム開きおき
福田真空

初秋や何とはなしに正す膝
鴨志田智恵子

代理出産腹は貸し物

乗替たエレベーターはシースルー

飛白の軸に木橦一輪
空

吉浜ます子

モニュメント廻れば月も笑まう覧

雨が降りだし宿る軒先

ギヤマンの杯冷や酒注がれても

香りがついた長い消ゴム

″
″

考えたあげくの果の溶き絵の具

ふかすタバコに淡雪の音
清風は山の奥にぞ花の雲

平成五年八月十日首尾︵於・上鶴間公民館︶

柳紫が渡る杜の古池
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しばらくは水ョ−ョーで遊ばせて

強い教えに汗も引込み

残額零の預金通帳

ナゥ深閑と寺の筋塀塵もなし

ゥ羅に兵児帯しめたやくざ者

ま

吉心

宙︒

″

宛エ

空

ーーー好龍肝

浮世のさまは塞翁が事
玖

″

焼きすぎて燃える煙もなんのその

入りたいのよ同じ骨壺
行政の福祉関係遅れ勝ち
鯨は群れる話は鏡つく

ま

元エ

革ボール忘れられてる寒い月

芽吹くマロニエパリの街角

碁の詰め方を本で覚えた
怪しげな占などが巾きかす

川辺りの花も盛りの宝塚
作りし凧で喧嘩始まり

ノノ空玖ま恵ノノ空玖空恵ま

〃玖ま

ノノ

〃

〃

ノノ

八岐阜・獅子門その一Ｖ

脇起歌仙﹃桃の花﹄※
船頭の耳の遠さよ桃の花
日矢あたたかく届く弁当

長き電話にお湯が沸々

虫の誘へる三脚の位置

國島十雨捌

唐渡北勢子

各務支考

老眼鏡をちょっとずらして

ナォ桟俵庖瘡送りのお赤飯

泣かすなよ公定歩合またも下げ

言ひたい放題したい放題

色槌せし記念写真の片ゑくぼ

雪下駄はらふ蹴出しなまめき

寝酒して冥利に尽きる朝帰り
雀ちゆんちゆん烏かあかあ

森川一厚
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春楽し古書たんねんに繕きて

毬藻祭のはやもはじまる

針の穴から覗く大空

淘摸に会ふ巴里の街の蚤の市
立ち往生のコインロッカー
傾ける月に発車の手を挙げて

本屋良子
國島十雨
小川守
伊藤白雲
山中淡月

ナゥ豪快に煮込む秋鮭ぶった切り

城の灯の消され名月山の端に
ゥ黄菊の獅子の洞入り祝ひ挿す

良
壺一三

そもノ︑の縁熱きたこ焼

良寛さまの筆のこひしき

如意棒に助けてもらふ夢を見て

寅さんの恋はいつでも片思ひ

北

平成五年三月七日首尾︵於・獅子庵︶

黄山の裾春雨の庵

緋まうせん床几に花のちらノ︑と

良
雨

旅のカバンに枕・垢摺り

良

ブランドの似せ商品を掴まされ
棄権するなと﹁ティッシュ﹂配らる

良

奉一三

月涼し蟹あらはれる潮溜り

暴走族が水虫を干す

母無言金平ごぱうひたきざみ

高木和子
北

観音の籔大吉と出る

良

意志ここに郡上街道花並木

ドラムを叩く峡の山鳥

雲雨雨雲良雲良淳雨淳良北淳淡子ノノ良雨

ハ岐阜・獅子門ｌその一一Ｖ

脇起歌仙﹃鞍壷に﹄※

大きな地震北に南に雲

ナォー刷毛の俳画なれども春炬燵伊藤白雲

ドンたりし面影もなき車椅子北
灸が効くよと医者がすシめる雲

声高にだぽら吹きゐる神の留守梅田双十

帰りを急ぐ馬の白息
唐渡北勢子

松尾芭蕉
國島十雨

國島十雨捌

辛すぎるカレーライスに舌焼いて
高木和子

切れ者といはるる彼にひと目惚れ雲
すり寄って来る美人局かも小川守

越中散居雪囲して雨

かたはらに置く水差の水

伊藤美和子

ナゥ折々は肺抜け交りの威銃雨

鞍壺に小坊主乗るや大根引

望月の特急列車に追ひ越され

山中淡月
河合勝子
早野正子

ワ仕舞風呂虫の鳴声聞き分ける

平成五年十二月五日首尾

︵於・轆蓉訟麺跡需薪︶

船伏山も霞む清流大野嵐山

冠木門千畳敷の花盛り雨

鶯餅に黄粉たつぷり良

客引きの道具にされる招き猫北

あっけらかんと婆の遠耳和

たわわに実る金柑の鉢良

ツインピル玻璃月光を照し合ひ〃

鉛筆の芯ながく尖らせ〃

律義さの三世代共似たること良

肌のほてりにほぐす黒髪

北
勝

良

−＝

高原宿へ露の草道

ディズニーランド父とげんまん

待ち佗ぴて枕を濡らす夢の中

本屋良子

等間隔の機の縦糸

スマッシュのテニス少年脚長く

淡

良

淡

雨

朴葉寿司よし生酒もよし
満願の寺に笈摺納めんと
片くりのした停年の靴

良

北

月影に水鶏を誘ふ笛吹きて

ボートレースにおくる喝采

バイク駆る花咲き初めし堤防を
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八岐阜・獅子門ｌその三Ｖ

唐渡北勢子捌

脇起歌仙﹃折ノｆ︑に﹂※

折ノ︑に伊吹を見ては冬ごもり

軒いつぱいに積まれある薪
遊歩道模様煉瓦を敷きつめて
地図を小脇に煙草いつぷく
月の舟流れのまシにゅうらゅら

洋

瓢

松尾芭蕉
伊藤白雲
田中湖城
清水青瓢
堀内洋子
田辺桂月
松岡裕子

ゥ豊年の祭太鼓をでんでんと
芝居もどきの科白ひと幕

盃配られてつまむ枝豆

袖ひかれ焼棒杭に火がついて

西脇美智子

奎云

月

﹁ひばな﹂を散らす愛の温泉
フロントへまたの逢瀬のメモ残し

堤民女

月

唐渡北勢子

国脱出はキャンセルの席
見とれゐる百万ドルの月涼し
パパイヤを買ふ淘模多き街

裕

つゑ引いて壺坂寺に願をかけ

さらさらさらと水が流れる

城

大野嵐山

おぼろノ︑に辛口の酒

造形の鍵で結ばる花の都市

ナォ血統書付けて猫の子売るショップ民

文福茶釜の贋が出回る洋

本業が本屋裏では高利貸雲

ふり廻はされるニュースキャスター福永常子

大曉誰かに噂されゐるか智

障子の桟に夜の深まる堀内のぞみ

合はせ鏡に寝乱れの髪竹村栄子

濃艶な情事重ねる夢枕裕

幽かに間こゆトレモロの息大橋正子

松葉杖捨てリハビリに巡る庭子安美代子

座敷の隅のおかまこほろぎ高田久枝

満月を五円硬貨の穴に嵌め北

絞り出さる易政界の膿伊藤錦石

ナゥ朝戸繰り金木犀の香り吸ひ沢田郁子

ハイテクの呪ゆる恐竜おほ写し久世竹水

︵於・大垣・円通寺︶

連衆和む苑の陽炎瓢

子ら賑やかに石鹸玉吹く藤墳淑女
橋数多嬉し緊城の花盛り國島十雨

平成五年十一月二十一日首尾
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八岐阜・獅子門その四Ｖ

短歌行﹃冬﹃ぬ〃くし﹄※

イベント湧く大通り冬ぬくし

中尾青宵捌
松岡裕

深沢孝

中尾圭月

堀内洋

取り上げられし好きなファミコン

湯気もあちこち楽市楽座
牛追の童に大人叱られて

田辺桂

本屋良

草の実裾に描く巻雲

時計台白く浮べり夏月に
虜囚をかこつ長き落書

織りなす布の模様さまざま

ナゥくりかへす歴史は人の愚かなる

上野を済まし銀座芽柳

花見席確保の役に早出して

秤鰄皿︾十一一一朋牙極印霊︵文音︶

−139−

ゥ積まれたる月見団子の山くづれ

霧襖ポケットベルで逢ひに行き
別れを云へぱ泣きになくわよ

一直線に昇る飛行機

うつちやりで最年少の大関に
露座仏の膝に降りつぐ花吹雪

掘ったばかりの筍を売る
ナォ新社員あす配属の机椅子
ビル屋上の空のひろがり
海底の岩から岩へ鰭つけて
竜宮城で酔ひ痴れる日々
忘れられ髪は逆さの立て箒
ぽんぽん烏が泣くまでの恋

宵洋月良位宵洋月良位宵洋月子位育子子

位宵洋月良位

八岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

本屋良

半歌仙﹁柿若葉﹄※
妻籠より一筆啓上柿若葉
峠の茶屋に鳴ける頬赤
況沢孝

伊藤白雲捌

カメラマン望遠レンズ構へゐて

松岡裕

伊藤白﹈

森川淳

田辺桂

そヌろ寒なる螺旋階段

田中友

︵於・愛知県中小企業センター︶

平成五年五月二十日首尾
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砂丘の雛に残る足跡
月天心繋留の船黒々と
なすぴ

幼な名前で呼ばれ振り向く

ゥつまづきて秋の茄子の転げ出す

隠れ棲みたる国境の町

舞踏会よるしかったらお二人で

五臓六肺にしみる熱燗

罪と罰また読み返へす冬の月
くぎ付けになりてテレビのＪリーグ

野性の馬の森を駈け抜け
太鼓橋これより続く石畳
晶眉役者の名前あちこち

鰻幕で囲ふ古木の花万朶

日暮れの川に跳ねる若鮎

裕雲淳良月雲孝友裕良淳子子子雲位子月

八船橋・下総連句会ｖ

品川秀

歌仙﹃みそ汁﹂
音立ててみそ汁を吸ふ暑さ哉
笠間文

今泉亡心

一千早起きの甚平亭︑王
岩釣の午後は山影深まりて

ナォ分校の生徒四人の半仙戯
給食もする教師がひとり
高き名の楽団一行泊り来る
木魚ひびきし本堂を借り

雨露は有漏これは情の僧ゆかし

抜かぬ刀の刃は無いといふ

椰子が松なら昔の羽田

パパイヤの種が不気味で食べられず

今様弥次喜多罷り候へ

この頃はその日暮らしと総理の弁

夫唱婦随の老人の月

ドイツ語を知らぬ二人のドイツ旅

手形割れたと電話爽やか

ナゥきこゆるはまなじり朱く鳴く鹿か

何事も付嘱されれば身は軽く

飛びたい放題燕上下

ペリカン便のマークちらちら
転職に花と散るのもよからうよ

秤鰄謡韓ユ朗二十一一一印鑑︵文音︶
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身体の中を水の流るる

オーロラ・サウンド出でて海の月

矢のごとくゆく雁の棹

手柄はすべて人に譲らん

ワ床下にこほろぎを聞くたうとさよ

足を引くものも心はよも引かじ

ならぬ恋とて匂ふ巫女舞

愛に生きむと王位伽ち

千早振るさだめの糸を神が曳く

外っ国の月も枕の眠りなる
これで終りの酒の冷やか

こつこつと診る患者大切

川幅をせばめてのぼる鮭の数

思はい方に潮吹きが吹く

今日は西花の浜風浴びながら

文機風文機風文機風文機風文機風子機風

機風文風機文風機文風機文風機文風機文

八安城・秋紅雅友連ｖ

二十八宿﹃秋立２
雑草の中に秋立つ風便り
ふるさと遠き山の端の月
忘れたきことまた思ひ出す

いつからか鴫の早贄干からびて

金谷松
大野秋

名鏡止水今の心境

減税か消費税かやもめにもめ

折柄の俳譜の座の月涼し
岐阜提灯のゆれる庭先

ナゥ落書のへのへのもへじ新しく

しこりとなった隣との不和

また一つ計画される駐車場
処世にたけし叔父の才覚
花咲いて東郷池の鎮まれる

定期異動に停年の春

蓉率極蓉ユ朋千串窪︵文音︶

−142−

ぬくぬくと布子に老をいたわられ

炬燵の猫に大の仲よし

人知れずこそ株を買ひしが

ゥ本棚に漱石のもの二三冊

連立政権高き支持率

月赤きバブル経済破綻して
平成の大凶作といふけれど

年金暮し夫婦長生き

携えて花の盛りを寺社巡り

塀の崩れて陽炎の立つ

ナォ恋猫の声なく通る毛の汚れ

繍帯巻いて隠す痴話疵

ジョギングのコースで逢った古馴染

後から後へアパートが建つ

翠紅翠紅紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠

翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅

八富山・樹氷連句会ｖ

二十韻﹃佳きことに﹄
犬島正一捌

唄ながれくる夕月の坂
是行修

紺野愛

久我妙

犬島正

山静かたわわの柚の黄の映えて
紺野笙

佳きことにシャンパンも買う天高し

教師をやめて陶工となる
お茶にしましょと缶を渡され

ともに杖昔語りも花の中

叩雷︵文音︶

今に受け継ぐ草団子の味
蓉鰔極蓉十朋什
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ゥ鍋島の偽物とみるもあたたかし

無愛想を装う意地も面憎く
名馬敗れて舞う紙ふぶき

明日は帰京の精霊流し

故郷は桐咲く径のくねくねと
ナォ連立の政権支持もうすれきて

秘太刀隠して傘を張る武士
古女房見間違えたり岩間風呂
肌に溶けこむ雪のひとひら

荒城遙か燃える陽炎

冬牡丹月さす毎に紅増しぬ
目印にする寺の反り屋根
ナゥ犬通る人の通らぬ人の道

愛笙妙愛修笙正妙愛修笙妙正治吉子子一

正修

ハ所沢・湘南吟社その一Ｖ

歌仙﹃雨の木﹄
橦

蛭海停雲子

金子恭子
菅谷有里
和田洋子
土屋実郎
名古則子
和田忠勝

倉間千代捌

双六歌留多福笑など

恭

則

倉間千代

郎

垂云

うまさうと買へば缶詰猫の餌
ミニスカートの娘かヌめる

則

薪くべてダルマストーブ燃えさかり

牧夫の上衣飾り一杯

爽やかにトロイメライの流れゐて

雲のとぎれにのぞく眉月

ワ檬と朧地酒あまたを勧められ

小林静司

谷戸抜けて雨の木橦を手折り来し

政治改革鳴らせ警鐘

部長からアンタッチャブル告げられて

リーチ一発当り怖れず
風凉し華表離るぁ月円か
袴能にて鵜飼舞はれし

恭
勝

″

最終の新幹線で東京へ

郎

靴擦れ手当オキシフルまづ

心経の声満つ花の遍路寺
海薙干さる皇国定公園

ナォ物忘れ又物忘れ春日傘洋

耳栓はめて軒かく奴郎

業績を伸ばしトップに昇りつめ〃

アンティクてふ渋団扇売れ雲

湯上りはいつもピンクのナイティで勝
悪女と書いて﹁ワル﹂とよみます則
ガタノ︑の椅子に腰かけ良い気持恭

バリの絵葉書宵のあらんにや里

身銭を切って買ひし古甕司
億兆の虫の死骸の珊瑚礁勝

勲章に戦の苦さ月仰ぐ司
鈍い音して時計うそ寒則

また間かさる易ホールインワン司

ナゥ塩焼の秋刀魚が並ぶ湯治宿恭

退役電車名残惜しまれ雲

確率に回数掛けて出た数字郎

陽を浴びて小鳥の遊ぶ花大樹代

足を伸して若草の上洋

︵於・鎌倉七里ヶ浜自治会館︶

平成五年七月二十五日首尾
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ハ所沢・湘南吟社その二Ｖ

停義明忠洋ち有静忠
雲
生
勝

夏涼院賢勇居士追善

実

歌仙﹃新
新涼や芯貫きし人仰ぐ
つくつく法師妙法の庭

波がしら月に砕けて清らかに

織りなす綾の組紐の出来
侘助を活け借景は雪の尾根
スキー列車の帰途は満員
ワ捜し物ばかりしてゐて里ことば

海の女王Ｂ９０のＦ

はにかみの残りて髪を崩すとき

親子ほどなる年のひらきよ
ず

神武綏靖安寧と謂す

ナォうららかにローアングルで撮るビデオ雲

早いリズムのサウンドに凝る洋
上げ潮に消さるる君の砂の文字司

足の爪まで染めて誰待つゑ

救はれむ佐助稲荷を信じしと雲
むかしの話あちこちに飛び厚

つないでも離れてもよし囲碁の芸司

社長の趣味に合はすっらさサ郎

洋

岩タバコ花をもちたるはしゃぎ様司

野良猫二匹並んで見てるゑ

万国旗月皓々と科学博郎
旅の枕の夢の爽やか勝

ナゥ切通し抜けて団栗ころころと

野球サッカーテニス堪能雲

コンビニのバイト学生愛想よく郎

金借りにゆく朝の噂り厚
ひかり放ちて上る若鮎生

︵於・七里浜・松隣居︶

花の下語り励まし誓い合ひ勝

平成五年八月二十二日首尾
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ｰ

キャラメルにおまけの本をつけし頃

ワープロを打てば月光簾越し
ひと仕事終へ飲めるビールか

虚々実々は人生の快

改革を記者会見に言い放つ

栄華三代陽炎の中

生雲勝司厚生郎ゑ生洋子厚子勝子ゑ里司捌

蛭高高和和杉菅小和
屋

rL

ともかくも開き給へや花の門

海木津田田浦谷林田

土

源

八大府・正風大府支部ｌその一Ｖ

歌仙﹁浩然﹄
浩然の気を養へり月の秋
加藤香
桐山北

ナォ卒業の二男素直に農を継ぐ
免許をとりて握るハンドル
職退いてよりは親しき山と川

弘法参りに友を誘ひて

跡腐れなく別るるも恋のうち

肩書多き名刺受取る

出すあてもなき文を綿々
年一度富山から来る置薬

少年院に俳句教室

徴悔して神父のぬくき掌に触るる

筍飯を妻に注文

湯上りの裸を月の縁に出て

政策協議の詰めは長びく

ナゥゴルフなど興ずる暇もない不況

ミッチーの踊らされたる永田劇
ブレンド米をうまく炊き込み

絵馬堂の額みな薄れ花の昼

波静かにて長閑なる海

秤鰔極蓉珂朋計肥雷︵文音︶
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硯を洗ひ対ふ文机

二科展の提出期限近づきて
遠慮会釈もなしに碁の客
番犬の欠伸してゐる麗かに

旅を戻りて急ぐ畦塗り

ゥ息子の婚の決まり八十八夜過ぎ

桑摘む畑に語る恋ある

ビルの窓女の顔のにこやかに

肉さへ喰はい贄沢な猫
拡張の道測量の杭打たれ

雪に餌す槇を割る音

寒月にお勝手水を捨てにけり

念佛唱へ替へる仏飯

一本の松の古りたる百姓家

沓脱石に弥宜の履物

花散らす大臣ゼネコン疑惑もち

秤持たずの浅鯏売りなる

天人天人天人天人天人天人天人天人天人

天人天人天人天人天人天人天人天人天

八大府・正風大府支部Ｉその一一Ｖ

歌仙﹃逆さ富士﹂
逆さ富士すっきり置いて湖涼し

芦の狭間に立てる白鷺

退官のあとは晴耕雨読にて
とんとんからり隣り付き合い

煮上りをすかさず配る月の芋

一目ぽれてふ米は味よし

ナォ雛の間にうからやからを呼び集め

眠られぬ夜は夢ばかり見ています

引いた神籔の凶が気がかり

持てそうにない境内の力石
親の背中にのぼる亀の子

閑人の碁を打ち暮らす夏座敷
冷えたビールの口当りよく
ＰＴＡ会議のあとの遅くなり

不意な地震に街の停電

有明の月を詠まれし旅すがら

曽良の病にさわる秋冷え

ナゥ小鰯の旨煮添えたるお膳立

残る寒さのつ氏く年柄

方言二度も聞き直しけり
組内の回覧板のおくれ勝ち

行く方定めず逃げる風船

おたおたと花見の連に又はぐれ

秤鰄極蓉乱朋二十計串壼︵文音︶
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自主独立に動乱の秋

ゥ山車倉の扉も開けぬ不作年

裏目裏目の株の値下り

女房の世帯やつれの痛々し
尾鰭のついて噂ひろがる

観音様を金無垢にする

予期もせぬ畑の隅に温泉の湧いて

盗人の影のちらつく冬の月

猪が出て荒らす山里

運鈍根は今に変らず

代議士の地元に帰る選挙前

老木の花は年々咲き栄え

城を囲みて犬山の春

金鈴

松一

谷置

翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花

花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠花翠

八伊勢・しらぎくｖ

歌仙﹃毎つむ﹄
尾崎重子
村田治男
大西貞子
前田てい
村田静子

大西貞子捌

月出づるまへの静けさ背に肩に

重

中野たつ子

芝生に坐はりギター奏でる

あちこちに蜘蛛の子の散る迅さよし

ハンカチーフはいつも真っ白

新酒の樽を提げて友来る

治

毎日元気ラジオ体操

ナォ春風に疎遠の友も乗って来る

観劇会の切符手に入れ

山間を列車汽笛はこだまして

ドラマどほりに事態転回

堂堂と不倫の彼に添ふて居り

明けきらぬ大青田水見てまはる

五十回忌の兄写真集

ゆっくり食べるアイスクリーム
野におけば分かれむとする社会党

月天心学童っかふ安乗木偶
夜なべに作る手縫ひ雑布

ねず

くち

ナゥ君の吹くトランペットはさはやかに

銀座通りは変はりつつあり
マネキンは季節先取り装ひて

高価手が出ず鼠志野茶碗
花びらは木花咲耶比売の唇

噂をきく親子孫曽ひ
孫こ

秤鰄極等極朋十一串雷︵於・猿田彦神社︶
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てのひらに二つ三つの毎つむ

ゥ文化の日獣医挨拶長かりき
ふたりともいいんだけれどおふくろが

い

い

愛する人の子供身籠もる

つ

貞

記者会見は調々として

北鮮は昔の日本に似てゐます

治

貞

つ

″

静

重

イモラに死せりアイルトン・セナ

雪晴れて旅舎一泊の月登る

翁姫が高砂を舞ふ

散歩です腰につけたる万歩計

見下ろす湾にランチ発着
花曇り鳥獣戯画の特別展
草餅を売る草餅を買ふ

静治貞つ重治いつ貞静貞い治重いつ静重

八津・城ｖ

半歌仙﹃冬の空﹄
名古則子捌

口元に笑み棚の人形

頬かむりして村の長老
阪君江

名古則子
中田泰左

瀬野喜代子

田口光一

ヴァイオリン弾く人の目に月の彩

伊串たき子

岡田陽邨

建前の槌音響く冬の空

ほろ酔ひ歩く秋の盛り場
毒喰はば皿までとまで思ひつめ

ミラノ支店へ発ちし末の娘

代

左

江

左

獅漁の新情報を手に入れて

ゥ丹精の菊は惜しくも賞に洩れ

そしらぬふりでパパを抜かせる

則

内藤一漁

邨

き

江

邨

偽物の指輪は海に捨て員ゆく

座敷わらしのすすり泣く声

梢にかかる月の涼しき
平成の飢謹人為と神怒る

駅伝の選手が軽く走り過ぎ

浄土に続く春の階

ちび鉛筆で城のスケッチ
亀の背に花一片の夢心地

︵於・津リージョンプラザ︶

平成五年十二月七日首尾
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ハ新庄・新庄北陽社その一Ｖ

年﹄
歌仙軍日の
笹白舟捌

大川耕

笹︷口

坂本露

斎藤一

百年の灯も見えて雪の道
ほのかに香る軒の寒梅
大安に国際空港旅立ちて
高山桃
早坂英

岸舂

ナォ優駿の仔馬噺く丘の上井上玲
計りかねたる政界のうら金沢苫

不倫のうわさ走る村中八戸一

寄り添うててれる口付そわそわと荒木清

東てきびし仁王の門の大草蛙高山桃

新庄名物鯨餅買う青柳柳

片言まじる団体の客柿崎明

かま

松林に烟とけゆくのぼり窯伊藤緑

はねる蝮に稲穂赤らむ山崎茶

東雲の霊山横切るほととぎす小川庭
かすれに味の拓本の文字斎藤孤
背なの帯稽古帰りに仰ぐ月阿部一

観光船の見たる島々三上渓

ナゥ笛太鼓勇む嗽子の山車祭伊藤香

ていねいな宅急便の宛名書き庄司籟

孫の縁談日どり定まる

北陽の育くむ花の咲き揃い

平成五年二月二十七日首尾︵於・南部公民館︶

先師の遺徳噛みしめる春内田素

−1ラ0−

土産のこけし眉目やさしく

月高し露の宿りし庭の石
商談まとめ古酒で乾杯

荒木宝

ゥ金賞の菊は老婆の手柄なり

新幹線で結ぶ首都圏

熊谷宣宮

早坂和

堅き契りを神に誓える

浅沼葛

コードレス部屋の電話の甘い声

今もなお龍馬の最後なぞ含み

影沢笑

青柳柳

漫画の本に見入るこの頃
夏の月巻きこむ渦の大鳴戸

荒木宝

斎藤一

渡辺竹

昔ながらの浴衣染め揚く
堂々と外人横網土俵入り

村松松

一間廊下に遊ぶ白蝶

軌道に乗ったエイズ対策
賑やかな出店の布陣花の下

葉月竿章園山翠子楽風章生一里香月竿舟

舟白峰山人月香笠柳水峰雨翠里橋玉舟蜘

八新庄・新庄北陽社ｌその二Ｖ

歌仙﹃涼しさや﹄

祝いの宴水打てる庭

笹白舟捌
武田富水
青柳柳翠
市川澄水

涼しさや不老長寿の風が吹く

豪華船入り来る港賑わいて

笹白舟

斎藤一竿

大川耕月
内田素舟
坂本露香
伊藤緑雨
伊藤香月
浅沼葛子
門脇桃園
八戸一橋
横山圭月
金沢苫舟
富沢比佐女

ナォ畑を打つつな着がっちり日曜日山崎茶

口説上手についにほだされ荒木宝
早いもの愛し愛され五十年高山桃

素朴な姿東山焼庄司籟

円高記録またも更新影沢笑
中腹に番外寺あり時烏

大人気挽馬賑ふ一の関阿部一

雪の烏海吹き晴れて聟っ渡辺竹
焼とりの香りの誘ふ赤提灯斎藤一

任地も馴れて通うカラオケ三上渓
健やかは家族の幸や今日の月早坂和

艶鮮かな大川の鮭早坂英

ナゥ故郷は紅葉に埋れ水清く熊谷喜

とん／︑ノ︑と進む祝きこと荒木清

宗匠の捌き見事なお茶の会村松松
拳かためて語り部を聞く井上玲

軟風に幕のひろがる花の宴

平成五年六月五日首尾︵於・南部公民館︶

友好使節迎う春光斉藤孤
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岸春生

金婚記念シャッターの音
姿よき松を透して昇る月
古文書広げ灯火親しむ

浅野目弄風

目つむりて待つ熟れし唇

ゥ舞茸の株を見つけし店の先
セクハラを不惑の年と知りながら
朝風呂浴びて好きなマージャン

大詰めの政治改革波高し

時雨会近く芭蕉研究

拝殿の長き階冬の月

難病救う募金活動

三世代仲よう暮らす醤油味

香港の旅土産届いて
手を結ぶ翁蝿の花の山

野は麗かに鳶の笛聞く

柳白虹風玉楽一風人葉園笠山竿山里章香

ハ新庄・新庄北陽社ｌその三Ｖ

歌仙﹃木下闇﹄
斎藤孤柳捌
斎藤孤

八戸一

坂本露

奥まっておはす社や木下闇

閑古鳥啼く杣の仮小屋
阿部一

荒木宝

影沢笑

ナォ機械化で盆地見事に耕され高山桃
しやんノ︑ノ︑と村の集会青柳柳

名曲間かせ励む胎教

おみくじは相性よしを引き当てて斎藤一

寡黙にろくろ廻す陶工早坂和

墨染の衣をはしょる空っ風井上玲

いやいや当てた婆抜きのふだ

猫の目の政情続く永田町

豊かに晴れて心地良いこと

お大師の峯から峯を時烏

帰り来て窓に見上げる今日の月

実らぬ稲に深い溜息

ナゥ和やかに紅葉片手のハイキング

病の妻に薬酒お土産

温泉を掘り当て村は湧き立って

伝統芸をっなぐ若人

平成五年八月七日首尾︵於・南部公民館︶

かど

咲き誇る花に鰊焼く新庄市笹白
野蒜覆いし志士の奥津城内田素
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格安に分譲すると旗立てて
スキー遊びの子等は賑はし

眺むる港見晴らしのよき
雪吊の映ゆる名園望の月
思い叶って嫁のさずかる

ゥ熟年と持ちあげられて地区委員

閉鉱式は粛然として

新婚の旅飛行機でョ−ロッパ
法要は身内ばかりの香揺るる
霧にかくれて見えぬ摩周湖

自慢の菊を飾る玄関

友迎え月見の酒のいと楽し

天一坊は偽の落胤

夢消えて馬券振り撒く競馬場

連れだって御本丸跡花篝
春鮒釣りに時を忘すれて

笠柳香笠山橋香橋笠香章橋山笠章橋香柳

舟舟里虹竿翠里風翠竿ノノ虹風虹竿竿翠里

ハ新庄・新庄北陽社その四Ｖ

歌仙﹃山車祭﹄
笹白舟捌
笹︷ロ
小川庭

市の顔の晴れて悔なき山車祭

浴衣姿の鮮やかな柄
斎藤一

軒に吊した鈴虫の籠

荒木宝

横山圭

金沢苫

斎藤一

渓の宿打たせ湯に肩任すらん
大川耕

ほろ酔い酒に乱る黒髪

ナォ降るもよし濡れて風雅な春の雨青柳柳翠

起死回生の宝くじ購う虹

眉書く年増しなだれてくる伊藤香月
思うま鼻整形美容に金かけて小川庭水

城開けて心に鳴くやほととぎす耕
無情の風の荒むソマリヤ阿部一笠

コメ不足てんやわんやの輸入米富沢比佐女

未踏の峯に紅茶乾盃市川澄水

登校拒否の子等に手をやく影沢笑山
早朝のラッセル出動続くなり岸春生

虫すだく庭の祠に今日の月三上渓人

菊枕買い老婆安らぐ門脇桃園

ナゥ血糖値気になる検査うそ寒し山崎茶香

電報為替で見舞届けり庄司籟山

炎立つ藤原の里衣川荒木清玉

翁の道をさぐる自転車伊藤緑雨
雨晴れて咲き揃いたる花の土堤白

平成五年十月十七日首尾︵於・新庄市民プラザ︶

文人墨客集う麗素
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今朝も休まずテレビ体操
吹き出した風に月あり花芒
ウジャンボ鍋三万人の芋煮会

内田素

坂本露

熊谷一号

斎藤孤

村松松

移り香の背広証に問いつめる
かまととぶって手洗に立つ
ゼネコンの汚職を挟る特捜部

雪蹴散らして兎狩りする
山眠る里は静かな冬の月

井上玲
浅沼葛

早坂和

伝統の技磨く友禅
世は平和遷宮の御儀おごそかに
浜を彩る大漁の旗

浅野目弄

鈍行を選んで老の花の旅

陽炎抱いて座る庭石

風子虹葉風楽柳香風舟章月舟月葉竿水舟

八三田・すみれ連句会その一Ｖ

歌仙﹃踊り唄﹄
岡田水都子捌

雲晴れやらぬふるさとの山

ナォレクイエム︑カンボジヤより無言にて

開票２％早くも当確

白壁の残りて長者屋敷なり

岡田丁珠

彼女がそっとくれし汗拭き

帯きりり博多山笠昇く若衆

綜の秘伝祖母に教はる

釣堀の大会はまたブービー賞

林由子

身に入みて聞くアイヌ民謡

岡田水都子

円筒の赤いポストに露しげく

ナゥカセットやポケベル︑カードだけの旅

踊り唄花山の帝偲ばれて
耳ピンと立て走り寄る犬

上芝十方
坂本孝子
八田和子
永井一子

萩の枝垂るる熊野ふる道
月天心峠の茶店開け放ち

風邪寝の床へ玉子酒など

輝きの強きは一つ冬の星
野焼の煙高くまっすぐ

雪見灯籠の洞れ残る園

寒牡丹菰を被りてひっそりと

市民広場に月の出を待つ

ゥ初めてよⅡこんな処のデートなど

竹山美代子

歌川山黛
山崎綾子

みはるかすアルプス連山花の雲
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襟あしの白さが揺れるポニーテール

那古井の乙女天狗岩越え

中島ふゆみ

山独活の撤葉抱き合ひ生まれけり

吊橋くぐり蒻翠の翔ぶ

田島竹四

拝聴皿蓉十型朋一仁串霊︵文音︶

天人充満春の日安穏

オリンピックへ大應援団

西戸さつき

目覚むれば月の凉しき窓際に
宇宙船よりは蝦夷地も見えたりと

竹山みどり

西尾君子
松本糸生
宮本藻屑
小林樹巴

シャチの赤ちやん泳ぎが上手

春一番に幣ちぎれとぶ

子育ての生活の針を供養せん

鶯笛を吹くは里人

花筏流れつぐなりひもすがら

黛巴藻四一都き綾君生み和孝珠由方都代

岡田水都子捌

岡中
田島

八三田・すみれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃嶬抱きて﹂

二日の月はピルの谷間に

嶬抱きてしぼみ初めたる木橦かな

私はいつも句会世話役

栗の皮むきつつ仕度ととのへて

半ば削られ山眠るなり

ナォひむがしの果てに黄金の国ありと

お天道様に掌を合はす朝

新樹並木の予備校の門

願はくは生きとし生ける幸せを

文を披けば風鈴が鳴る

箸逃げる冷やし索麺すすりつつ

そぞろ寒しと羽織るセーター

声美人見合写真も器量よし
犬猫連れて嫁に来るとは
砕けつつ大波小波ささら波
稲刈鎌の刃ぎれよかりし
退院の荷を片付けて月の宴

賄賂汚職に悴かむは誰

ナゥ野仏の肩まで雪は降り積り

小火を消す蛙女房なればこそ
春の日傘をさしかけもして

城趾へ花のトンネルつづきをり

師の句碑のもとすみれ紫

秤鰄廻唾凱朋三十千串誇︵文音︶

−1ララー

冬ぬくし港めぐりを貸切りで

ニッキの捧が赤い帯して

ゥ湯の宿の木目の艶の大廊下

婦唱夫随は覚悟してます

編めるほど髪伸び婚約式は明日

﹁かもめ−る便﹂これで何枚

あざやかに二夕重の虹のかかりたる

大三輪の神なるお山月凉し
地酒の銘は﹁舞の海﹂なり

御晶眉のファン稗く楽屋口

乙女餅買ふ軒に燕が

花の代の花の年頃花浴びて
出土の陶磁春を借しまむ

水ふ
都ゆ

み都み都み都み〃都み都み都み都み子み

都み都み都み都〃み都み都み都み都み都

八伊勢・せきれいｖ

歌仙﹃遷宮近し﹂
喜多さかえ捌

シュート決まらず惜しい引き分け

ナォ掬はるる白魚の目が稗めける

校庭の銅像拳たかだかと

味加減よき妻の浅漬

カフカ︑ロレンス戦後青春
議事堂に禁断の恋実のらせて

八つ手の花は目にも鮮やか

深夜までコンビニエンス客絶えず

喜多さかえ
山崎みどり

さらさらさらと時は流れる

牡蠣雑炊とりとめもなき愚痴話

中井信子
伊藤みよ子

ご遷宮近づく杜の粛々と
町の名あぐる幟爽やか
久しく履かぬ靴を磨かむ

河村彩子
村野正夫

熊野古道は春浅うして
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月の椅子父は原書を読みをりて

山青し湖面を滑るョツトの帆
むせぶばかりに栗の花の香

柱列のイシス神殿月蒼し
空を蔽ひて渡りゆく烏

老いたる父が誇る健脚

ナゥ竹筒に硬貨を落とし葡萄買ふ

廃屋の軒端ほのかに花あかり

碁仇が地酒を提げて訪ねくる
り

秤鰄猛毒什朋粁梱朋霊︵於・伊勢市中村館︶

こころを放つ鶯の声

彩

よ

ヱえ

彩

信

逆光線にうかぶ横顔

ゥベル押せばレンタル犬に迎へられ

メヌエットの楽薄れ口づけ

宇宙船蜜月旅行と熱っぽく
後朝の抱擁いっになく激し
捨ててくれるな核廃棄物

信

彩

闇を吐き出し臭が鳴く

り

奥穂高仰げば月の冴えわたり

小童を殿へる天狗現はれて

彩
よ

よ

家族揃ってせつせ畦塗り
修復す古墳の壁画花の里

縮尺地図に春の寺々

信彩えり信り正信彩え信え

え正彩正よ

八東京・浅春連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃稲田吹く﹄
田中正能捌

送り狼来るよあの途

ナォこの節は車も映る屋気楼

真打披露待っていました

次次にカード作って借りまくり

ちく

疲れた夜は竹夫人抱く

ＣＭの鬘の主はアルシンド

国挙げて色気違いとなりにけり

ええじゃないかとはだけたる胸
やいと

灸あり昇り龍あり背中には

川筋近き新涼の宵

風葬礼讃輪廻永世

落書のへへののもへじ誰が書きし

秤砿亜蓉珪朋三極印雷︵於・神田学士会館︶

−1ラ7−

稲田吹く風青青と夏祭
初媚の鳴き初むる頃
帰るかなふと蒲焼の匂い来て
居のこり佗し人気なき部屋
月がでて子等の合奏よく揃い
和

ない

連立の談義に更けて十三夜薄井康

ゥ秋袷ひとりで着ればぎごちなく

寛

谷敷寛
式田和子
田中正能
中野畦治
菊地一寛
道井幸夫

きつく締めてと鼻声で言う

畦

運動会も済んで乾杯

お座敷のダンスすっかりお気に召し

正

鶯餅は孫の好物

蛆矧なく音かゆるく地震揺れ
ナゥ行きすぎてまた後戻り時の波

暖簾を出でて弥次郎くえたり

幸

冬枯道を奥の院まで

生真面目な顔で迎える運転手

津山なる古城は花に埋もれて
夢ものどかに喜寿過ぎの人

幸

畦

正

和

寛

寒月のはるばる照らす大樹林

残留孤児の望郷の念

樋伝い屋根に登りし幼き日
犬ポチと呼び猫タマと呼ぶ

春の名ごりを如何にとやせむ

当落に一喜一憂花の数

康畦和一正幸一夫畦正和一寛畦幸和正寛

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃冬座敷﹄

塵ひとつなき口切の庵

冬座敷折目正しく衣を畳む

肉焼く匂街に流れる

下校の児はしゃぎつつ行く声のして

中野畦治捌

田中正能
式田和子
中野畦治
谷敷寛
道井幸夫
菊地一寛

カズのシュートにサポーター湧く

ナォ干鱈噛む顎くたびれて濁酒

鎮守の森は神さびており

世を挙げてエイズ防止のキャンペーン

て

わが大地三寒四温の息づかい
やや
嬰児身籠りしことを悟りぬ

掌の中のグッピーの如きをんなにて

ぽつりぽつりと窓を打つ雨

そのかみの西片町など偲ばるる

闇将軍の葬に糸遊

ある時は月夜に釜を抜きしとか

下手の横好き造るどびろく
ナゥ夢うつつ心配事は何もなし

振子ちくたくやがて鍵音

和

恒例の花見行事を語り継ぎ
日ごと強まる春の陽の鬚

秤鰄垂轌拝一一一朋二払肥零︵於・神田学士会館︶
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望の月電照菊と競い合い

畦

和

寛

︾﹂

バンダナの娘の肌はむちむち

夜寒なれども済ます野暮用
ワ秋の浜網の仕渡を手伝はせ

南洋の美人を探す旅に出て

リムジンはビーチロードで発車待ち

畦

新入社員笑顔溌渕

幸

グレートデーンに引かれゆくひと

幸

薄井康夫

正

リゾートホテルでガメランを聞く

来迎の阿弥陀如来が目のあたり

岐阜提灯の房の紫

候爵と呼ばれて居りし老紳士

和

鵜飼舟下る夜空に月淡く
﹁パイプの煙﹂続の又続
かい

指揮棒に花ひらひらとまつはりて

舂雷遠く響く山峡

畦一幸康正一和寛幸康畦正和一寛幸畦寛

八津・創の会ｖ

歌仙﹃百舌高音﹄
幼ならも仰いでをりぬ百舌高音

連衆捌

ナォそれぞれにそれぞれの位置蕨とり︲き

土俟りあげフリーパス来る博
ポケベルの暗調番号手帳埋めよ

だまされながらだますやり口治
亜麻色の髪の少女が瞳を閉じて澤

外輪船の琵琶湖周遊き

伊藤みよ子

喜多さかえ

蚊柱に向けて吹きつくキンチョールえ

宰相批判を口悼からずき

血圧が低いと言うて何もせず治

落梁の番屋に爺は居眠りて
ローカル線に握り飯食ふ
中井信子
千種隆子

村田治男
富内澤

夜もすがら村を揺るがす虎落笛
新雪シュプール鮮やかに延び

喜多さかえ

コスモスの垣うすき三日月

ワ愛想よくカプチーノ出す繊い指

隆

き

澤

︵於・津市橋北公民館︶

平成五年十月二十五日首尾︵出勝︶

浅瀬に鮠の影のすばやし野瀬速生

巡礼の杖を納める花の寺き

署名運動春風のなか信

若者のリュックＴシャツカラフルに博

自然歩道に続くミヅナラ信

﹁マイウェイ﹂聴く時よ止まれよ
ナゥ全能のゼウスの神のおはすらんえ一

月に立つ浴衣の二人同じ柄治一

古扇風機納屋の片隅よ

チューしてなんと言はないでくれ

伊串たき子
よ

きいぎぬの短き刻を抱き合ふ

うっすら笑ふ壁の夜叉面

七色の量も涼しき昼の月
参拝者混むおかげ横町

長谷川博子
治

シえ

よ

卒業祝に服を贈らむ

治

レーニンの墓転々と移されし
ライ麦ビールぐっと飲み干す

隆

うどん屋が軒下に飼ふ迷ひ犬
図書館の窓に舞ひ込む花吹雪
煙草くゆらす人のうららか

１

八東京・草門会ｖ

歌仙﹃月の飛沫﹄

落葉焚古きヴィオラを投げ入れて

トップ走者の現るる大寒
久木田朱美子

高岡粗濫
川野蓼艸

川野蓼艸捌

運河に沿って樽積んである

繭

村松定史
工藤繭
鳥居明希

冬麗の小駅や不破の関と言ふ

焼栗食みしマロニエの下

麦秋を蝕ばまれっっ月昇る

紙の鼓と紙の横笛

杜氏来たる麹の匂ひの底より来

風の色は右の目で見る腕の中
スキルス
硬性癌なのに酒あふり飲み

菊盗人の脛の白さよ

史

濫

繭

濫

希

濫

絹本の月の飛沫は八方に
ゥ加賀泊りちちろ虫聞きゐたりけり

地下鉄を出で煙草吸ひける

希

濫

子

子

ベランダの遠き歓声オーレ・オレ

椎橋俊之

顔の欠けたる天平の雛

何の当てなき方違へなり
がら空きの日本海に花吹雪

紫煙を吐けば頭クラクラ之

ナォ目借時金庫破りが牢抜けて史

止むにやまれぬ細長き米之

ぷっつりと国引きの綱切れにけり史

紐はらはらと落ちて鮫肌子

絵襖に雪女笑む雪の宿〃

夏草の香る広野にパウロ立っ〃
六角ドリル打ち込んだなら繭

少し傾ぎてジェット機が落ち希

ピアノの上のびっくり箱よるくる首史

湿っぽい靴だよ月は明るいのに山地春眠子

財布拾ひし爽やかな朝濫
ナゥ宴高潮昨日まで萩野荒れにしを之
犬の毛猫の毛有刺鉄線史

屋根替ふる遍路寺より孔雀飛ぶ眠

とんと揃はい卒業歌なり濫

頭の中に花びっしりと覚めにけり艸

平成五年十二月十九日首尾︵於・銀座丹屋︶

大あくびする燃える陽炎希

細長き米ｌ前年の不作にて米不足となり︑米の輸入
が問題となった
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ハ寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃年立てり﹄

ヌサ

年立てり燈明に弊さゆらぎて

白滋の瓶に汲める若水

御振袖茶会に暗き顔もなし

久々の友遠く眼くばせ

地平より離るる月のあたたかく

女工哀史は昔かたりに

杉のほこりのいつか収まる
ゥ國境の山のたるみを噂れる

生涯かけて守る一と言

犬をひく仕草にちさき雅びあり

岬の岩に海は騒立つ

夢のあと正すよしなく明け易し

森三郎捌
真下草笠

森三郎
柏原知子
市川美代子

森恒子
笠

杉野弁一郎
美
恒

郎

︽汁

美

郎

笠

今年の酒の切れ味はよし

大志抱き少年月に聴きて
虫の声手術の明り消してより

町田節子
柏原和宏

︽汁

知

箒を持ちて俗に帰れと

多病なりし妹の葬りの花の庭
春更く沼に外れたボールが

ナォ田楽に煮豆を添へて緋毛爵坂本純子

婆々の制止もきかぬわんぱく知
革命の広場にそびゆオベリスク恒

雲悠々と影を落として知

野は遠し結び桑には空っ風弁

渡りの前に矢鴨保護する恒

ほのぼのと情のかよひし路地裏に石川光男

時は流れて軒歯ぎしり節

ハイヒールひとは悪女と誇りしか郎

姑小姑いつか味方に純

コケラ

月浴びて柿落しの演奏会美

椎の実膝に居ます庚申宏
老眼鏡の予備を忘れて恒

ナゥ寄居なる町のいわれの茅の原知

種を浸せば水面ゆらめく笠

日だまりに猫は終日うずくまる光

陽炎つつむ子供らの列節

戦なき國のしるしの花万朶知

秤鰄亜蓉一一一期二廿皿印雷︵於・無腸庵︶
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八寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃みどり立つ﹄
森三郎捌

ナォ小走りに行きつつ羽織る春ショール恒

几帳面なる村営のバス節

同窓会あいさつばかり長々と知

納得いかい無罪評決美

声もなく寒き灯影に寄り添ひて光

代を重ねし軒につばくろ
坂本純子
石川光男

森三郎

僧の子の僧とはならずミュージシャン節

思想にも恋にも殉じほむらたつ郎

市川美代子

京誹り木の芽の香り土産として

森恒子

まっすぐな雨吸ひ込みてみどり立つ

影うすくひく黄昏の道

雪の国境橇で越へっっ弁
心中そこね果ての傷痕恒

さわやかなお顔と言はれ月の駅
ゥきのこ狩り仲間の姿見へずなる

ツト

残る河鹿の聲のめずらし

杉野弁一郎

柏原知子
柏原和宏
町田節子

拝聴型篝廻朋二弐抗叩雷︵浄率燕秩父轤紙の華︶

総桧五寸柱の家建ちて恒
和紙の村には鶯の声節
ふるさとは遠き日の夢花吹雪知
姿凛々しき入学の孫郎

行きすぎたるか男女同権郎

ナゥ薄紅葉飛騨の朝市陣屋前弁

一夜十里を走る猪光

踊りの輪いびつになりてなおさかり美

仮設舞台に照りわたる月知

たよりなき胸おどろかす風

光

笠

郎

真下草笠

ライターを囲ふ仕草の艶めきて

芸の売れたる頃のなつかし
−杯の酒をつくせと関の宿

隠士悠々泉流を汲む

純

痩せすねを歎き蚤とる月明り

腐る手前が美味き牛肉

節
笠

知

猩々も鷺も舞うたる六平太
お厨子を替へて秘仏開帳

美

動くともなき蜆とる舟

咲き満ちて花影厚き小暗らがり
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ハ寄居・埣啄会ｌその三Ｖ

歌仙﹃紫陽花﹄
町田節子
柏原知子

森三郎捌

紫陽花の毬を僥めて雨三曰
くぐもり勝ちに郭公の声

森恒子

物言ひたげな名物の碗

ナォ笠呰め武士は皮肉な笑みこぼす節

下京あたりさえぬ家並光

宗匠が指折っている句座の中笠
いつも手つかず瓦せんべい郎

緑蔭をくぐり歯医者へ意を決す弁
一ノ︾フハ

ニの腕の顕成田に降り立って坂本純子

入道雲の強き輝き知

下知の口語が板についてる恒

異なものは縁ということ駐在所和

知

光
笠
美

笠
知

猛悪館一献聖線紳原齢医睡

吾が町の山河閑かに花の散る郎
春の憂いは消えずともよし恒

カラオケに国民歌謡さがし出し節

敬老会の葉書見せ合ふ恒
古城のすそを流る雪代純

ナゥコスモスの群れ咲く宿に集ひきて弁

秋蚕の深く眠る山里柏原和宏

阿闇梨の授く阿字の真言美

石川光男
真下草笠

閉されしまらの蔵の戸押しあけて
ひたひたと寄せくる波に月あげて
フェリーが着いて踊りひろがる

梨冷やし持ちくる嫁に月さやか知

咳ばらいしてドラマはじまる

芋煮の味は真似る者なし
紅捧はずす仕草は母譲り

節

杉野弁一郎

森三郎

産む心算産めない伽の思案橋
胸乳のあたり神裁押し込む

節

ウスヶッチを休む瞳に天高く

枯葉ころげる石の坂道

恒

されど選挙は面白きもの
湯上りに西も東も花ざかり

市川美代子

大津波予報に支局そそけ立つ

光

東て月に病室の窓みな暗く

千金の酔ギアマンの酒
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八東京・第六天連句会ｌその一Ｖ

半歌仙﹁風艫工一屋
田口猛康捌
田口猛

穴澤篤

風煽工房デザイン論議華やげり
赤田蕪

笠間文

今泉亡心

松崎桃

からまつ
落
葉松若葉山に満つ頃

か

ゆ

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成五年五月九日首尾
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幼等と遊ぶ日そヌろ傾きて

墨繪の雀描けばをかしき
十三夜朝から暇の老楽し
ころがりやすく太る芋塁
ゥ下り簗荒ぶる水に流されつ
子連れの猿の温泉浴み日課に
抜き取りし銀の指輪の光りたる

女心を気づかい夫

ひとはみな朴念仁と言ふけれど

瑞穂の邦は農の國だぞ

かしましきメッセの見本市盛ん

留守岬に照る天心
の月
ごめ

出雲路の海の青さに海猫の群
でんぐり返し返す野あそび

酒に慣れたる春風の吹く
よも
唄はぱや四方の櫻の多摩郡

文機古雨篤康機文雨古康篤子機古雨子康

八東京・第六天連句会その二Ｖ

歌仙﹃合歓の花﹄

概のやうな筒烏のこゑ

手に取らん二階の窓邊合歓の花

小谷参木捌
小谷参
笠間文

浅井園

星野惠

谷下る人も墨繪とけぶりゐて
遅れたバスを氣にせぬ農婦
赤田蕪
長先

ナォ潮干狩獲物は多し酒旨し雨

コンビナートは悪魔の尻尾木
眞青なる涙
のごとく地球浮く則
と
いとしきひ女
人を泣かせたる悔雨

明治座のこけら落しに出逢ひたる文

北方領土交渉如何に雨

シミュレーションのキイの間連ひ丁
行きノ︑てトンネルのほか道もなし〃

リゾートへ虎硯眈々と計算機木
己が寝首をいつ掻かれるか丁

望の夜はことさら千々にものおもひ文

八千草分けて來る人もがな則

櫃開けて見る底つきし米雨

おうな

ナゥひ關
寺の鐘の身に泌む老女にて木
つあ

不如意なる御所の燈洩れし破レ築地文

溝の根芹もいとたけ長く丁

書割に富士を借りたる花の下則

無人の騨に鱈を蕪く木

平成五年七月十一日首
平成六年二月十三日尾

︵蒜封秘銅串蛙歴垂音東京女子医大精神科会議室︶

−16ラー

いつしかに書月西に傾ける

去る俄か雨風は爽やか

店持つまでの遍歴の綾

ゥ嶢きたてを手渡す串の子持鮎
陰になり日向になるを内助てふ

﹁これで車を﹂一豐の妻
問屋街倒産しきりあちこちに
日本叩きに明くるサミット
阿知女於々御岬樂てらす冴えし月

火炎太鼓を反り身にて打つ
いのちはや今のいのちを句に秘めよ

黒猫ゆるり渡る病廊

花盛雪中行軍將士墓

春の渚に眠る流木

文雨則木文丁充丁木雨則文充雨丁則子木

八東京・第六天連句会ｌその三Ｖ

世吉桐﹁残暑なき秋﹄

モノクロ映画今は珍し

十三夜人力車夫がかけいきて

芙蓉の酔ひの淡き夕風
尾崎淑子

佐野千惠子

中島まさし

浅野黍穂
星野惠則

浅野黍穗捌

飛行船頭上にせまる音もなく

則

穗

むし寿司に残暑なかりし今年かな

肥後守にてつくるのべ竿

淑

千

ま

老い猫に細き梢火の番させる
ぶりの刺身をがつがつと食ひ

ワ手を頬に思案顔なる石仏
サッカーリーグ白熱の快

淑

千

ま

則

穂

紅なくも匂ひたつ湯上がり

翠月の演じる講談天秀尼

穂

屋根付きの球場にある博物館
彼に合はせる趣味の苦しく

文字板ぐるみ振子時計で

ま

則

地図を描くシーツの上は自由だョ

一ドルがつひに百円となる

はからずも得し大臣の椅子涼し

旗が目じるし旅の行程淑

天気予報ヘクトパスカル耳に慣れ千

いつか雲雀の声も打ち止む則

ぽちぽちと酒に手の出る真間の花穗

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成五年九月十二日首尾

註・ウ五行目︑翠月は女講釈師の名
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八東京・第六天連句会ｌその四Ｖ

半歌仙﹃野山の枯れ﹄
穴澤篤子捌
笠間文
穴澤篤

木霊呼びやすく野山の枯れにけり

玉砂利の道霜消ゆる頃
佐藤義

浅井園

俳席の小振りにぎやか膝つめて
干菓子をつまみ茶を友にする

︵於・東京女子医大精神科会議室︶

平成五年十一月十四日首尾
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湖に浮かぶ満月波とゆれ
湧きたち渡る椋鳥の群れ
琴柱をしめて急の糸ひく

ワ蔵の柚子朝から選りて柚子長者

打掛重く薦たけて見し

かぐはしき白きうなじにくちづけす

吠えぬやう調教中の犬なだめ
どこへ行ったか章駄天の神

網ですぐひし川底の鯉

遠ち近ちで水鶏鳴くなり夜半の月

改革と米問題と暇なく

一献に酔ふ草萌の佐久
花夕日呪縛さる如仰ぐ人
母眼裏にうららかな旅

義丁文篤義丁文義文篤丁ノノ文義子丁子子

八東京・多摩連句会ｖ

五吟歌仙﹃鳩の足﹄
衆判

宮下太郎

−力茶屋に舞妓あでやか

ナォバブルでも都踊りはよ−いやさ−

ワンルームにもカメレオン飼う

街中をピザ配達車くぐりゆく

突然わつと鎌鼬なる

本当にいるならいいね雪女

備前の杯にしみとおる酒

ジェラシーを主題に小説書きあげる

玉藻の肌の妖しくも燃え

安江真砂女

那須ケ原殺生石のおぼろにて

春寒しピンク色した鳩の足
芽吹きの丘をよぎる浮雲
三世代集う夕餉を菜飯にて
日中両語手真似まじりに
太

猪平十糸子

大き瓢箪ごろりころがる

ままかりの酢もほどほどに月の秋

田中之扶子

月の道せせらぎの音聞こえ来る

之

十

海を渡りて鳴れるカウベル

ナゥ牧閉じて帰る赤牛眼をうるめ
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村川雅子

こんなところに匂う木犀
ゥ日展に初入選のさわやかに
祝いの宴のグラスきらめき

雅

析の入る玉三郎の芝居なり
合格発表あちらこちらと
真

吹き抜けのロビー狭しと花大樹

長年の恋遂に実らず

流行の十二単衣の似合う貌

之

太

天までとどけ飛ばす風船

数学と物理の先生同志にて
複線工事伸び伸びとなり

太

亜霊一頭什廻串霊︵於・那須白雲荘︶

飛行機のタラップ降ろす夏の月

秤

雅

雅

之

真

十

時差ぼけいやす茄子の朝漬

ワリシンが金丸信の命取り
甲州印伝さぐるポケット

山深き七堂伽藍花盛り
参道せばめ風車売る

真雅太十雅之之真十雅之十真雅太之十真

ハ尼崎・丹想ｖ

歌仙﹃浅春の﹄※

一枝剪りし初咲きの梅

浅春の朝の箒目つけにけり

ナォ野遊びに素人手品披露して

神の啓示か白き二の腕

雪折れの樹々に煙のいずくより
いのちありけりラーゲルの暁

電光板の流すＣ︒Ｍ

通り雨傘にかくれていだき合い

西川巴

前典次

晴耕雨読老いて鬘礫

迷いこむ野良犬の名をタロとつけ

石橋筑紫男
次

軒うらら雀の駄弁きりもなし

隣のピアノ今日もうるさく

夕映えの丘に大きな月浮び
秋の彼岸のけむる烏辺野

気がむけばにらみ達磨をかきなぐり
男

巴

次

169‑

巴

古き帽子も板につきくる
月賞でて立止りいる歩道橋
続く夜業に面やつれして
ゥさわやかに富士山写す新幹線
ロックのリズムロ笛で吹く

弁当つかう風車売り

蛇皮線に踊のはずむ花明り

異常気象に手足震える

ナゥ蟷螂の三角面を見て飽かず
男

駈け出せばそれほど濡れず葛若葉

次
巴

恋風醸す公園の闇

男

またとなき話とんとん進められ

不吉な夢にうなされて覚め

屑籠を嗜太鴉あさりいて

むらさき帯びる夕暮の空

巴

男

秤鰄唾唾逵朋一一粁起串霊︵文音︶

次
巴

夏の月パンツひとつで仰ぎ見る

祭帰りの人のざわめき

次

男

老刑事女の淘摸を引っ捕え
工事終りし道をまた掘り

大時計正午を告げる花曇
腹さわがしや田楽の列

男次巴男次巴男次巴男次巴男次巴男次巴

ハ土浦・ちばらき連句会ｖ

歌仙﹃早苗饗や﹄

早苗饗や親子そろって留守の家

去年と同じ燕来ており

塚本忠太郎捌
塚本忠太郎

海老名衣子

野球に負けて帰る一団

ナォ軒並に目刺しいろよく仕上がりし

護摩の炎で悪霊退散

はからずも通行止めの砂袋

越の寒梅︑薩摩白波

やあやあとサングラスとる同級生

炎ゆる五体に邪魔な細紐

佳きひとと障子いちまいへだていて

歩け歩けの熟年の旅

灯の点りたる川添いの街

温習会﹁お夏狂乱﹂ひたに舞い

ワープロの疲れ目癒す望の月
頬をかすめしえんまこおろぎ

フルートを習いはじめしばかりにて

宮本得志
藤川祐子
稲葉禾春
岩城順子

ナゥひつじ田と古歌に詠まれし里のあり

ガラスエ手品のように兎生む
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大学の中突切ってゆく

母の活けたる黄菊白菊

忠

藤咲ひろし

真夜の月綾線いよよさわやかに

不法駐車も今日で三日目

ウニ科展へ半ば試歩なる散策す

衣

秤鰔壺辱十至朋十割串緬霊︵於・忠太郎宅︶

大盃に満たす春の香

ひとめづつ伸び日脚ゆるやか
真間山の花の遅れを見て来たる

祐
ひ

禾

さりげなくフォークダンスの輪を抜けて

長い電話をまた掛けて来る

順

待ちかねている風の砂浜
忍び逢う妹匂い立つ紺浴衣
新宿の雑踏に月冴えわたり

衣
祐

得

禾

焼芋を売るビルの裏口

遊ぴ半分仕事半分

忠

カラオケの梯子おぼえてうがい薬

仔猫の声を真似る鷆鵡ょ

花の咲く村にようやく婿が来て

順ひ禾得衣忠禾衣得順ひ衣祐禾順祐得ひ

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

土屋実

短歌行﹃夏帽子﹄
如露提げて噂話や夏帽子
中尾一月

土屋実郎捌

子燕発って古巣三つ四つ
中野稔

浅野黍

金子恭

航空便そろそろ届く頃ならん

羊菫厚く渋茶熱めに

秋振舞を明日に待つ月

還暦の記念レースにエントリー

年金制度またも見直し

郎

穂

ナゥ嘘ぢゃない嘘といふものある世界恭

ツァーの席に隣る宿敵郎
鯉の跳ねゐる川面麗か稔

花八重も薄紅ならば御意を得て宵

︵於・中央区立産業会館︶

秤鰔極轌錺朋十毒叩誇︵ナウ四句文音︶
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ゥ陸稲に波音のする風のあり

妻に内緒の公けの旅

書類読む県議らしきが赤い羽根
賞品といって英恵のランジェリー

竪穴住居蝶の遊くる

年ぢゃないのに痛む足腰
燗漫の中に先師の花の句碑
ナォ春日傘くるくるくると往き交うて
ソバージュですねボブにしますか

いつ抱かれるかはや上の空

デートにはニコライ堂の裏の道

狐火の消えたる闇に月昇る
李朝の壷の少しおどけて

穂恭稔恭宵稔穂郎恭郎宵穂宵穂子子宵郎

八東京・中央連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃すみだ川﹄

ビルの灯を波におぼろのすみだ川

小林しげと捌

蛭海停雲子

浅野黍穂
伊藤薮彦
上田渓水

小林しげと

﹁和﹂の一軸になごむ床の間

小張昭一

そっと掴んではなす芽柳

露しとどなる径に佇む

新卒を祝ふくさ餅なほ盛りに

寝姿の烏あばくまで梢の月

と

水

彦

なつかしの淡谷のり子のブルースか

穂

ゥ冬近き机の位置を動かして
いただきものの酒の栓抜く
打ち明けられぬ時のせつなさ
玉の汗セルフ裸像に染みのあと
ちょこんと猫が膝に乗つかり

彦

幸一三

水

垂云

と

月冴えざえと渡る稜線

穂

大御所の廟にいちどはござんなれ

返らざる北方領土指呼の間
嬰児の眠るゆり籠の揺れ
ねもごろに心経調せる花の院
あなたこなたにたんぽぽの架

平成六年三月十八日首尾

︵於・中央区立産業会館︶
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八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃天籟や﹄

塵なき舞台すぐと舞初

天籟や仰ぐ恵方は大茜
土筆摘む子等次々と集まりて
尻尾をゆらす犬のあたたか

里帰り胄饅の膳宵の月

酒一合が保っ健康

ゥ龍齪といふ字を辞書に置き忘れ

仲人口は調法なもの

婚三日カードローンに埋もれて

泣くなと抱く厚き胸板

軒先の南部風鈴鳴り止まず

牧が育てし馬の明眸

汐引けば礁あらはに月てらし

けっばれ検察破れ芭蕉の
バンカーに落っ球の深々

身に入みて頭痛肩こり脛の傷

鉄鉢はカラ僧は麗か

逃げてゆく烏をかくす花吹雪

磯直道捌

中尾青

磯直
伊藤薮
名古則

則道〃則育彦宵道ノノ宵道〃則育子彦宵道

ナォ両袖に甘夏蜜柑四つ五つ宵

動きのとれぬ保証書の印彦
屈託もなげに結婚いふ女則

バックミラーで紅を濃く引き道
腹の皮透かし胎児がにらみ居り宵

人夫々に正義しか在る宵

とかくピカソの好む凸凹彦
内戦とテロの続発世紀末則

彦一

ダムの現場にとどく新米則

くみおきの水澄みきって冬支度道

十三夜発破の跡のてらてらと

メモ帳に記す駄句の数々道乃

ポツリポツリと語る低声彦

ナゥ賢こける母の墓前に額づきて宵一

不況なほ終身雇用制揺らぎ則

ころころ逃げるパチンコの玉彦

腕白が引きずり通る花の枝宵

土手続く果て笑ふ山々道

秤鰄亜蓉畦朋一一汁垂叩誇︵ナオ以下文音︶

︵於・中央区立産業会館︶

１

八船橋・つたの会ｖ

胡蝶﹃瓜苗﹄

小林怜

眞鍋天

高木一惠捌

かすかに間こゆ滴りの音

瓜苗も逆子も月に透きとほり

山崎芙

深沢真

高木一

春ごたっして父祖の地にゐる

丸木直

いつの問にやらセールスマンに直

ナゥ今日もまた気力で生きる身の寒く玉貫きょえ

古りし男雛の袖を繕ふ

耕したあとをついばむ鷺の群芙

花衣軽く羽織って爪を染め真

平成四年五月十三日首

︵於・新江戸川公園松聲閣︶

ひげ根生やした皿のクレソン怜

平成五年三月十日尾

−174−

ひと筆に翔といふ字を書き上げて

目覚めてみれば夢は逃げ水

森田英

測量船霞の奥へ消えてゆき

あの人の声蓋らひて聞く

ゥ身のうちに歯朶や電池や落し角

鰺のゼイゴを振りまはす鶏

俄雨ゆゆしきことのはじまりて

しのび足して初孫を見に

夏足袋のこはぜは少しきつきがよし

ナォマンションの金庫の中に億の金

へアピンカーブで下る芒野
月の宴ふいに亡き兄想ひだし

猿酒入りの筒は鴨居に

誰だって暖昧ゾーンを抱へてる

息づく毎に動く刃紋

魚真直真怜英直真魚真代魚子沙理惠子魚

し

ハ津幡・津幡連句クラブーその一Ｖ

木上紫雲捌

貴洋佐泰よ芳玉よ紫紫

歌仙﹃遠かすみ﹄

浜を総出の鯖大漁

萬葉の唐島なれや遠かすみ
場雲雀きらめく声に誘われて

つっかけ軽し文豪の径

あれもこれもの競馬新聞雲

ナォ時の日を白磁の壷はもの言わず洋

独裁の歴史は黒き陰を曳き虹

気嫌の箸が伸びる風呂吹絵

流人お沙夜の身投げせし渕よ
こぼしっっ斗桝で量る今年米玉

戦争を知らぬ子供等鬼ごっこ

蒻翠の指輪に彼のイニシャル泰

片ことの英語がまじるハネムーン佐

女神を入れて記念撮影貴

月の量水車は停ること知らず虹
出来そこないの蓑虫のまゆよ

ナゥ黄落へリハビリの歩の杖のばし玉

貸し莫産ひろげひねる俳案絵

筆をもつ家持の像海睨む泰

朱の吊り橋を揺らす震度五佐

篤農のメモに目安の花だより

温める池に浸す種籾虹

癖鰄垂舜礒朋二仁計串雷︵於・サンライフ津幡︶

17ラー

稜離る皓々の月粥の宿
髭こおろぎに耳さとき猫
ゥ百鉢の菊薫らせて老医師

野本山橋本江上
川村

し
代
志

小旗に応えロイヤルカップル
愛満ちた素敵な笑顔見あわせて
富士を眼下に飛べるジェット機

盗まれし企業秘密の革鞄
先の読めない連立内閣

鯉を呼ぶにも太郎玉姫

月涼し尼住み絶えし溌ね釣瓶
琉珀の梅酒猪口になみなみ
平凡な生活に富も借りもなく

廓おぼろに三味の爪弾き

散る花を纒いて園の陣屋さん

滝中西中石細舟石藤木

佐貴泰一絵玉よ虹乃子子子一絵枝子虹雲

ハ津幡・津幡連句クラブーその二Ｖ

歌仙二月
嵐﹄

白山の峰くっきりと青嵐

竿弓なりに鮎の友釣

座敷より妙なる琴の音の洩れて

収め遅れし染め絵仕上ぐる

二羽智子捌

首相指名はどちら向くやら

ナォ腕ばくな瞳あつめて蛸叫の群

忘れた頃に天災の危機

借り物で見栄を張りたる店構え

秋冷いたる用意おさおさ

箸にかからぬ流し素麺

夏休み宿題の腰落ち着かず

ナゥ読みあさる推理小説夜長の灯

月蒼き涯も知らざるゴビ砂漠

ペースメーカー昂ぶりもせじ

暹しきかいなに抱かれ円舞曲

親を夢中にさせし良縁

心願の千日行もなされしか

小川ひろ子

二羽智子
紙谷湖秋
木上芳江
小蕎照子
宮嶋キヨ
多田芦畔
米田幸子

黄金に勝るギヤマンの壷

葵の紋をかざす幕切れ

ふかぶかと闇に浮きたつ花篝

蓉鰄垂窪壷朋一一粁筐印鑑︵文音︶

野点の席に透る噂り

真帆片帆七つの海へ權そろえ
智

森田敏明
芝田祥子
永多澄枝
秋
江

ヨ

昭ヘ

畔
ひ
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澄みわたる空に皓々望の月
豊かに早稲の穂波押し寄す
ゥ捕えんとすれば飛びたつ赤蜻蛉

想いつのりて焦がす胸奥
ダイエット整形手術恋一途
記念硬貨に婆もつらなり
平安の歴史訪ねる京の旅
五臓六冊へ酔まわりくる
寒林に爆布ねむらせ月更けし

大気つんざき降りる隼

粛として皇統踏まるご神殿
ビデオに残す余韻ほのぼの

春雨傘の雫きらめく

倶利伽羅を馳せし火牛に花吹雪

畔江明秋ヨひ枝祥智幸照江枝祥秋智幸明

八津幡・津幡連句クラブーその三Ｖ

歌仙﹃竹の秋﹂
また別なところ風湧く竹の秋

雄の声聴く荘の広縁

叙勲受く春の装い華やかに

語らい弾み宴たけなわ

月照らす地球は銀の玉の如

酒井愛子捌

酒井愛子
田川利公
高森静恵
吉本芳香

ナォ朝寝して顔も洗わず飯食わず
き

記者を走らす議会解散

幕が上った芝居の初日

俟被た目無し達磨が売れに売れ

なんにも知らず眠る裏山

狸捕る奈落にうかと己が落ち

待ちかねし新幹線も着工に

七年越しの胸の高鳴り

・口づけの熱くて長き岐れ道

をちこち

煙と灯ともる遠近の町

郡郭の音にしばし夢みん

笹木千代子

細山吉女
小山西置

ナゥ支那服の少女につける赤い羽根

慰めいつか恋に変りて

ウエディングドレスは母が縫いくれし

秤

亜︾壺肥一汁極甲蕾︵文音︶

放牧場に燃ゆる陽炎

釣った魚でもてなし料理
難病も癒えて万朶の花仰ぐ

いつも人混むターミナルピル

ほろ酔うて稲田めぐりの月見客
山本比佐子

オレーオレ﹁アントラーズ﹂の凱旋歌

静
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丹精こめし甘き梨むく

金箔箪笥何処へ納まる

夷藤ゆう子

加納俊子
水野道代

ゥ就職の内定いまだそぞろ寒

団藥の茶の間揺るがす震度六

芳

愛

月凉し波おさまりし日本海
大暑も過ぎて景気上向く

千

神も怒るか霊感商法

行先きめず乗った鈍行

西

圭口

利

転んでもひとりで起きる子に育ち

奥能登の花も盛りの時国家
庭麗らかに蝶のつれ舞い

芳静利ゆ俊比千西吉道芳静利愛ゆ道俊比

八津幡・津幡連句クラブーその四Ｖ

歌仙﹃紙魚走る﹄
一喝の連如のお文紙魚走る

吉田弘子捌

前山優美子

吉田弘子
中田風来
多田史代
尾山村雀
日向菊野
本田滋子
村上町子
宮嶋茂
谷本綾子

円座ちらばる船宿の縁

気楽さに独身貴族通しおり

笠を傾け田水堰止む

月今宵遠嶺の雲の濃く淡く
たゆたふ風に揺れる白萩
ワえび腰の母惹なく砧うっ

弘

出見世裕子

秘めて語らぬいにしへの恋

御用達金箔箪笥が勇み足

大勝に湧く日本新党

ナォプリンセス道路と名付け惜しむ春

夢にまで見るサッカー選手

菓子博に熱き願望込められて

波音涼し奥能登の旅

押されっ鼻潜る茅の輪に夕づきぬ

情炎っのり狂ふ歯車

みだれ打つ鬼面太鼓のあやしげに

酪駝にゆられシルクロードへ

こりもせず離婚結婚くり返し

月昇りそめしテントの灯も消へて

誰が引くのか胡弓さわやか

ナゥ晩学をむしろ誇りに長き夜を
ちょっと気になる爪のたて級
八期目の知事も今では杖を持ち

数寄屋造りの隠居部屋建つ

︵文音︶

君が代が静かに流る花の下
初虹深く発てりセスナ機

平成五年五月二十二日首
平成五年七月二十六日尾
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路地裏にわらんべの唄聞こへきて

ホールインワンひ茸く快音

舞台晴れか︑バサラ利家

史

町

滋

菊

風

寒の月ささへ産土神の杜
玻璃に動かぬ冬の蝶々

村

戦友会の報せまちわぶ

酒の瓶かたく栓して休肝日
平成の絵巻をつづる花の雨
きらめく木々に高き噌り

史裕弘風優綾茂町滋史村菊風弘裕優綾茂

八伊勢・っらノｆ︑吟社ｖ

歌仙﹃霊
西国といふ長崎の霊曇
汽笛のどかに遠ざかる窓
若鮎の姿をめでつ箸置きて
連句のコツはつかず離れず

野田翠楊捌

ナォ烏雲に眼鏡のくもり拭ひける

櫓もかろやかに湖わたる人

本屋が八百屋に代る明暗

助け合ふリハビリの場にドラマあり

野田翠楊
高山孝子

やさしくなければ男ではない

ハスキー犬橇駆ってゆく大雪原
ペーチカの火をたヌみつめをり
靴箱にそっとひそめしラブレタ−

くどくどと挨拶に酔ふ婿の父

河村こ差フ
山岸れい子
楊

百代を経し墓石苔むす
望の月今押し開く城の門
語り部に聞く民話や易寒
孝

い

楊

英仏結ぶトンネルができ

ナゥコーヒーの沸きたつ匂ひ秋の暮

地球家族の夢を語らふ

盗まれしムンクの﹁叫び﹂戻りくる

花大樹そこより風の生まれっ蚤

矛﹃︲〆

孝

い

平成六年三月二十六日首
平成六年五月二十一日尾

︵於・なかむら館︶

声変はりの子春はたけなは

孝

中津秋野
″

い

い

孝
楊
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月高し手をつなぐ子と畷道

一

ひと

ポケットの中木の実どんぐり
ゥ味噌蔵の鍵挿す音に鵤鳴けり

加賀友禅の帯似合ふ女

その瞳その唇のいとほしく
静かにワルツかけて抱かる
妻の座は宿帳だけのことにして

元祖・本家と競ふたこ焼
礁あげる波次々に月涼し

宅急便で冷酒届けり

駅者降りし八頭馬車のふっと消ゆ

狂い時計の刻ならぬ音

花冷えの厨子に笑まひぬ歓喜天
旅のプランをたて皇うららか

孝野〃孝野〃い楊い楊野楊孝

ノノぃ

う野う

曇

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその一Ｖ

歌仙﹃リラ冷﹂

鴨居の写真祖父の口毒

ナォ招魂祭昭和と言へど遠くなり

穀象もナウマン象も藪の中

田端の夜と小金井の夜

呂久呂首の襟足白く操りし

ひっきりなしに半鐘が鳴る

五指のほか開くものなし年の内

川野蓼艸捌

川野蓼艸
井手檸晴
浜本青海
内田麻子

身を隠しては嬰産み落とす

久木田朱美子

檀家廻りはアウディで行く

黒潮蛇行秋の蚊を打つ

フーコーの振子めぐりて月満ちぬ

一子相伝松茸の道

ナゥ久潤の友を迎へて茱萸の酒
朱

石蹴る子等に分っ黄の旗

研ぎくりの大鎌小鎌物置に

村邑に檸檬色の寝待月

荻原久美子

リラ冷や舞姫の待つ舞台袖

木の実の落ちるダムの水底

朱

片側ばかり減る春の燭

ウグラフィック蟷螂九十度動かせる

麻

臺々とカットグラスを彫り上げて
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ラガーメン弥生の原に集ひ来て

キーワード無く読めぬ恋文

久

手の中に剃刀の刃をあたためて

青

平成五年五月二日首尾︵於・関口町芭蕉庵︶

春の雲の六条の辻

天上は淡き花びら散るや父

海市の揺るる白波の果

地上に写る紫陽花の影

檸

久

朱

麻

樺

蓼

檸

少年とサイン・コサイン解きゐたり

リアルタイムで革命を知る
凍月を浴びて湖より上りけり

鱈でごまかす河豚鍋の嘘
偽札はまだ関東に現はれず

半音階の飛び飛びの昼
甲骨の漆闇まで花くぐり

宅配便の届く陽炎

久蓼久朱檸青朱麻蓼久青樺麻青檸久青麻

八東京・東京義仲寺連句会馬山人記念会ｌその二Ｖ

歌仙﹃大津絵の鬼﹄

四角な街を丸く掃き行く

ナォボーイ・スカウト行進曲と風船と

久木田朱美子

晩年の沖へ沖へと十三夜

何時の間に烏ひしめく松林
ＣＩＡがバッジはづして

トタン屋根には雨降りしきる

倦怠の果てに射的を打ち続け

川野蓼艸
浜本青海
内田麻子
若松照代
渡辺守男

ナゥ新走り酌むやキリンも首延べて
オレー・オレーと遠きざはめき

川野蓼艸捌

勝田成子

世に古りて印鑑の角欠けにける

大津絵の鬼にもの言ふ端居かな

薄唾へて進むライダー

朱

魚眼レンズに民家納める
満月が今昇るてふ詩を掲げ

上︑不

荻原久美子

久

托鉢の鉢に重なる銭と花
ずんずん先へ逃げる逃水

嫁菜飯炊く下北の涯

蝮と共に少年が飛ぶ

暗闇坂の右は小日向

国津神に雌雄の銀杏根をからめ

いはゅるひとつの恋の形態

見えぬ目の目蓋に唇を押し当てて

ゥ鳩吹いていざいざ鹿を呼び出さむ
ポール・モーラン脇にたばさみ
二十米しか泳げぬ君が最後の泳者

青

蓮の花閉ぢ迫る夕闇

女は変る賓の目のごと

麻

平成五年八月八日首尾︵於・関口芭蕉庵︶
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先づうるか鮎懐席の始まりて

古生姜叔母の俳号何だつけ
﹁天上無風﹂墓碑に深々

小林しげと

降りつみし雪止むころを鎌の月

成

昭州

ル・アーブルに引越荷物と父母が着き

守

鞭打つ音と馬の鈴の音

ＴＯＴＯ陶器真っ先に出す

朱

麻

蛸斜の中より総理大臣

咲き満ちて触るるばかりに花の枝

冑朱久し照久麻蓼し麻蓼朱朱麻照久守し

八池袋・東武カルチャー連句会ｖ

歌仙﹃迦陵頻伽﹄

うららに晴れる桃源の郷

ォ百千烏迦陵頻伽もその中に
チャンネルは春の海へと変わりいて

福田太ろを捌
福田太ろを
栞田多田男

家苞に弓張月の弦の張り
朱塗りの膳に菊膳添え
ゥ趣を更に深めし破芭蕉

谷田男児

郁

臼杵瀞児

酒井郁郎
次山和子

恵比寿大黒振り向きもせず

網引くひとの腕のたくまし

健気にも親の代りに店守る

海

ス

中野スミヱ

山崎古示一号

婿取りごとはお任せします
禁断の果実を喰べて様がわり

桜井つばな

篠崎ゆき
つ

多

瀞

余川美奈子

ガムラン響く南国の島
飛行機の翼の涼し月の影
大雪渓をひとまたぎする
土用灸すえて安堵の青畳

よくも集めし名匠こけし
花片々うすずみ桜夢幻なり

宇咲冬男

ボートレースの水脈のふた筋

ナォ弥生尽土砂降りの雨追いうちに大塚一男

仕立て下ろしの背広縮んで和
過労死の企業戦士の怨み顔瀞

いろはにほへとちりぬるをわか和

明治座の瓢々として万太郎冬
ほつかりと咲く紅の仙人掌宗

水瓶は酷暑続きに底をつき多
ロマンは無限科学は感動男

重役室の椅子に相掎り瀞

ドクターのカールの髪の柔わらかく浅沼君江

寒月にかえって渡り来る血潮冬
かさなり彦むすが漏りのあと郁
ナゥ標を履いて街まで酒買いに和
八十路を過ぎて金メダル獲る宗

お手玉とめんこビー玉拳玉と

朧の空に舞える羽衣ゅ

はずんで届く野遊びの声郁
花筏鯏斜の楽園包み込み太

平成五年四月六日首

︵於・東武カルチャースクール︶

平成五年四月二十日尾
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八相模原・桃天樹嶮聚ｖ

世吉﹃新玉﹄
屠蘇の香りにゆらぐ風鎮

新玉を祝ぐや心のほのぼのと
寒梅の情しさ愛ずる月さして

バンダナしめる若き陶工
薄糊をゆるりと伸ばす紙魚の跡

塀にしがみし蝉のぬけがら

おおっぴらに噂話は攝かれ
思ひもよらぬサッカーの券
ワ砂塵まくパックッアーのバスの列

神秘の湖に深き山影

求婚のチャンスを逃がす粗忽者

緤織よき児が産まる幸せ

始末に困る嵩高きゴミ

テキストがあくびしてゐる気の多さ

囲炉裏え並ぶ落鮎の串

初紅葉誘ひ合はせし喫茶店
カパネ

月よりの貰ひ物なりわが姓

別れ上手を常に標傍

金剛力で遍路遍照

ざまあみろ鉄砲玉もどんと来い

四つ辻に一期一会の花貴し

藤のかざしが流す流晒

ナォ安売のチラシ広告クイズ付き

増税してもつまる財政

薬湯とサウナにバブル打たせの湯

北極圏に氷塊の門

ペンギンに涼を覚ゆる柵の前

伝え伝はる倭絵の法

内紛を治めかねてるＰＫＯ

性懲りもなく特許申請

段をころがし決める順番

睨む針へルスメーターピンと跳ね

単身赴任有明の月

スモッグも今宵は晴るシ夫婦星

幕舎に在す聖牛の像

忙しなく藁火で炊ぐ早稲の飯

当りし鏑を淘摸に淘られた

ナゥかくされた慈善のメッキすぐに剥げ

縮緬の端切の束や糸の束
古稀の数えは満か数えか

素朴なる歌のやりとり腹を涙じ
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〃肝玖ノノ

ノノ

〃

〃

ノノ玖〃

ノノ

ノノ肝〃
〃
〃
〃玖〃
ノノ
ノノ
〃

〃肝ノノ

玖
實
〃子
〃

〃

龍

〃

〃

ノノ玖〃

赤
田

〃肝ノノ

〃

〃肝〃

三
好

芽を出しそめし苑のかたかご
壷の花うつむきがちに寄りそいぬ
平成六年一月一日首尾︵於・相模原市桃天樹︶
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障子ほんのり春雨を聰く

肝〃玖

八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春動く﹂
蛭海停雲子捌

おとな

ナォ光風裡核燃料を無事移送

別居別姓強き妻の座

巣立ちゆく子の大人びて見え
麻雀で遅くなるよと先手うつ

槍日本号飲み干して取れ

雷同に走るマスコミ用はなく

一軍に一成呼ばんはかりごと

和田洋子
小張昭一

山口良子
高木義厚

蛭海停雲子

小林静司

人形遣ひ所作のなめらか
国会は告悔の場と覚えたり
休耕田に紫雲英蒔くころ

秋の蛍の力なく飛び

−18ラー

川端の柳わずかに春動く
ためてすがめてまこと鶯
茶懐石聚楽の壁も暖かに
携帯電話ところかまはず
宇宙への道程月の石拾ふ

燈火親しく活字組みをり

月載せてころりと露のころげ落ち
司

つま

洋

国体旅行相部屋の縁

平成五年二月十一日首尾︵於︒薬研堀松娚楼︶

卒業式に和尚神主

花は満ちをりから雪の淡々と

潮溜ある干潟三粁

大不況動物園も閉鎖され

指紋照合相違なき由

ナゥ紬着て名刺肩書裏にまで

ゥ夫病みて内緒話のそぞろ寒
洞窟に愛は不滅と彫られあり

洋

司

クリームソーダ気の抜けてゐる

公害の勝訴原告すでに亡く

厚

司

良

圭一云

太白と地平線上月寒し

司

ヒンズー経のＣＤが売れ

テスト飛行に準備万全

膳しっらへるかまくらの中
雁皮紙を漉く技継がん心意気
王朝のロマンを伝ふ志賀の花

巴の塚に水の温みて

厚雲一良厚良司〃 〃雲洋〃一司雲一洋司

八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

名古則子捌

古屋林張

歌仙﹃春隣﹄
かつらやの花善や春隣
添へてくれたるなやらひの豆
改札機するりと切符あた豊かに

飼主を待っ犬の横顔

則実杣昭

山口良

さが

ナォ姫れば雄寄せつけぬ獅子の性質〃

御陣乗太鼓大気震はす

幹荒れて美し床の岩松郎

蒔絵椀すまし汁には湯葉一つ則

天台そわかあびらうんけん

安保理事常任望む要はなし則

あぶく銭でも銭は銭なり則

エーゲ海クルージングで年を越す郎

マラソンの油断栄冠うばはれし郎
番ひの目白枝移りする

香り芳醇マルメロの酒郎

月に映ゆ舞踏の衣裳華やぎて良

良

他人の話を噛み分けてみよ則

ナゥ彫りあげし雅印大小つれか︑に〃

新発売ビデオは手ぶれ防止付き

祖母の雛あり母の雛あり

︵於・秋葉原国際外語学院︶

奉安殿今も残りて花盛郎
長閑なるらん宇宙往還良

平成五年三月二日首尾
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招かる蚤けふ曲水の昼の月
なみノ︑注がれ吟醸酒干す
ゥほとばしる構想画布にぶつけたり
ファックス﹁恋﹂と一字あるのみ

逢ひたかつた手をあげ女走り寄る

ヘップバーンは癌に整れて
ぬけるよな空の碧さの果もなし

じんくい鮫の泳ぎ悠々

﹁斉宮﹂と銘ある釜の煮えひそか

生ひ立ち語る盲目の人

妖精となり舞へる楠蚕

花莫産の織目くっきり月明り

心は売らぬ粋なつっぱり

清さまか笠がよう似た菅笠が

名土大小

良一郎一則良郎則子〃則郎一平子郎平一

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

抱虚庵八世襲号脇起俳譜之連歌

歌仙﹃吊柿﹄
吊柿一列冬日座に及ぶ
四温の余慶積善の軸
しぷき

洗ひざらしの格子半纒

寒飛沫出船の声は高らかに
棟上の済みてさやけし月天心

土産に持たす新酒っの樽
ゥ茄で色も佳き直伝の菊膳
ひと

土屋実郎捌
三世根津芦丈

小林しげと

土屋実郎
名古則子

ひろ

小林静司
倉間千代
杉浦ちゑ
和田洋子
蛭海停雲子

辛抱強き北陸の女

胎動を髭で感ずる睦じさ

菅谷有里
和田忠勝

めくるめく夜のあけやすき宿

吉田光子
伊東桃庵
浅井園丁

小張昭一

残月に虚実を想ふ富士詣

楓々と風涼々と水

宗匠のジョーク吟行賑へる
こだはり消えて笑顔ふりまく

高津明生子

柵越しに騏麟が長き舌を出し

迷子探しのつづく放送

金子恭子
高木義厚

花守の舞あでやかに花大樹

甘茶頂き唯我独尊

ナォ浅鯏鳴く厨のすみの洗ひ桶小林純子

ひとごとでないロシヤ反乱山口良子
偵察のＵＦＯ現るる編隊で池田紅魚
人気漫画を今日も立ち読み峯岸藍

減税の質かもしれず消費税森三郎
木場の跡地の広き公園岩永極烏

鴇色にはんなり昇る寝待月栗田年代

虫聴き分けて恋のなりゆき石井瓢士

豊の秋情感同じ彼を得て中尾青宵
学生相撲で横綱を張る長ひとし

街道に今も変らぬ夫婦松戸谷是公
草加せんくい幟はためく橋本閑滴

ナォ納戸から炬燵の俟払ひつっ萩谷準一

猫の背撫でて外は凧保坂木羊

先行指数景気上向小森みさを

電柱に忘れられたるヘルメット今村佐久子

ゅかりある宮に連句の花匂へ宗匠

貝吹きならす磯の口開執筆

平成五年十二月四日首尾︵於・深川富岡八幡宮︶

宗匠大林杣平知司小張昭一座配蛭海停雲子
脇宗匠名古則子執筆土屋実郎配硯良子社中
副宗匠金子恭子花司山口良子奏楽小林静司
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八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

半歌仙﹃短夜﹄

小林しげと

伊東松庵
大林杣平
中尾冑宵

伊東桃庵捌

ピアノソナタのぼるんぼろんと

引越便最後アンテナ積込んで

短夜の大会準備句作また

渚には明月シャドウボクシング

平

土屋実郎
山口良子

老若揃ひ涼しげの顔

箸はかどらす蝮佃煮

庵

ゥ相席に新酒酌み交ふ若夫婦

女の強気狂ふ人生
楽屋うちかつらつけ髭取捨て鼻
実態把握勇む検察

宵

郎

平

女王陛下の馬もゲートに

尿中に白血球の数値殖え

宵

良

庵

と

と

雪をいたヌく三山の月
寒行の学僧くだる川迅し

郎

良

新幹線通勤近頃流行り出し

いざといふとき物をいふもの

おかげ参りに蝶も連れ立つ

もの乞ひもこの日ばかりは花に生き

平成五年七月五日首尾

︵於・秋葉原国際外語学院︶
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八東京・都心連句会ｌその五Ｖ

半歌仙﹃涼む猫﹄
小林静司捌
今村佐久子

小林静司

塀なりに猫涼みゐて寺の角
実生育ちの浜木綿が咲き
大家族素麺手際よく茄でて

則

壼云

純

蛭海停雲子

まとめ読みする新聞の嵩
月の出に謡の声の朗々と
砕ける波に根釣する影

恭

小林純子
名古則子
金子恭子

待てる電話のいまだか蚤らず

ゥジャンパーを子に羽織らせてや畠寒う

撮ったはい鼻が出せぬ現像

隣家もその隣家も嫁の来て

神の鵜篭を照らす凍月

則

恭

司

薪くべて燃えさかる火に掌をかざし

久

吊橋は下より鶏の風あげて

梁山泊に巣くふ輩

久

救国の理想か皇げし新党首

ともがら

兵語るくし敗軍の将

純

司

則

レガッタのエール交歓花吹雪
シャンパン抜けば音の麗か

平成五年七月五日首尾

︵於・秋葉原国際外語学院︶
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八習志野・習志野連句会ｖ

歌仙﹃見えて﹄

簾にそうて山裾子の花
四十九院科

鴇田秋

篠原形

トテ馬車の通る木蔭の賑いて
小川茶

大野利

見えてゐて武甲は遠き日傘かな

手打の蕎麦を尋ね歩めり

ナォ曲水の跡ありしてふ園にして
ボールペンより矢立なつかし
恋の句をさらりと付ける俳譜寺

地鳩むらがり庭の敷石

開け放ち麦酒の酔の頬へ風

暑さ凌ぎの肝試しする

介抱しつシ握る手熱く

イタ

腹痛を急に起して夜もすがら

秋風運ぶ踏切の列

イヤリングさりげなく置く枕上

陣営の外霧も深まる

一笛の遠くにありて月今宵

野菜豊かに禅寺の畑

ナゥ國会は米対策に遅くまで

巡業の力士集いし大広間
出世披露の拍手起りて

花の渦日本列島十日程

︵文音︶

松原越しに長閑かなる涛

平成五年十二月二十日尾

平成五年六月四日首
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月の入り待ちて用意の投網舟

鄙びたる宿雁の列

ゥ垣内にはたと止みたり虫時雨

こっそり訪ね想ひ告げたく
ダイヤルを途中でやめる老の恋

せんじ薬の匂ひ煮詰まる
寡婦となり老舗の暖簾守りゐて

水墨の筆一気走らせ

天心の冬満月を窓に筒り
枕屏風のほしき旅なり

年功序列ある風化佛

潔癖は持って生れし左遷の身

翠黛の山朧なる景

大堰を埋めつくされし花筏

科秋形茶利科秋形茶利科秋形村丘峰甫子

藤
代

羽
都

羽茶利科秋江茶利科秋形茶利科秋形茶利

八松山・南海放送学苑連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃初詣﹄
初詣綺羅めく破魔矢捧げ持ち

成人式に集ふ振り袖

春宵の日舞静かに舞ひ終えて

ほっと一息つまむ草餅
乱れ雲切れて窓辺に月朧
人待ち合はす地下街の角
ゥ還歴を迎へて果たす夫婦展

襖越しなる閨の睦言

束の間の逢瀬に秘めしこの想ひ

永田黙泉捌

永田黙泉
日野泰仙
木原嘉子
柳田房江
早田順子
黒田きよ子

青野弥幸
青野竜斗
大政貞子
獣州

泰

政治改革遅々と進まず

天文台にほととぎす鳴く
野仏の首寄せ集め梅雨の寺

嘉
房

順

そよ風に誘はれ仰ぐ望の月

栗飯供ふ父の仏前

弥

き

庭下駄湿る邑の湯治場

土鈴買ふ奈良の奥山照紅葉

貞

垂砲

春の虹立つ遠き故郷

女生徒の橋声くぐる花の門

姿清らに黙祷の僧黙

ナォ蛸糾のゐて埋めく峡の水明り

時刻表繰りっ揃へる旅の品竜
大事な愛車掛けるワックス順

嘉

投げ釣りの人の背中に冬日射しき

焚火囲んで年寄りの愚痴弥

仲人を請けてきりりと帯を締め嘉

結ばれし日は見事大安黙

順

ハネムーン妻せきたてて露天風呂竜

世は移るひて地価は鎮静き

六段の調べ流れて月清し

米寿を祝ふ菊酒の盃弥

ナゥ穂芒の招きに牛も目を細め嘉

だらだら下る牧の坂道竜
声かけ合ひて料理講習き

売店の名物団子よく売れて順

︵於・南海放送本町会館︶

花畳踏むには惜しき風情なる嘉
推子鳴き渡る山のふところ弥

平成六年一月二十七日首

平成六年二月三日尾

−191−

八松山・南海放送学苑連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃屑珊瑚﹄
永田黙泉捌

永田黙泉
青野竜斗
日野泰仙
木原嘉子

屑珊瑚拾ひ溜めっ塾磯あそび
蓮華田に雲引く飛機を眺めゐて
イヤリングの娘閼歩するなり

黒田きよ子

背山あまねし浴びる春光
月まどか松影きよら由緒苑

萩の館に琴を楽しむ

柳田房江
大政貞子
青野弥幸
早田順子

想ひの丈を書いて又消す

ワ秋時雨久に読みをりハイネの詩

街角の彼に駆け寄り取りすがる

泰

き

一暴

一屯

獣小

夢の中でも離れぬふたり
義経の鎧小さし如意輪寺

路に蹟ふ白髪山姥

箸おき急ぐ花火見物

雲去りて窓より仰ぐ月涼し

貞
頂

房

外米と敬遠すれど米は米
錐鳩遊び母娘たはむる

弥

弥生の風に響く鐘の音

花の座に浮かれて舞ふは黒田節

アラブ紛争やっと終結竜

ナォ卒業式終えて講堂深静寂黙

人去りし湖畔にゆる易遊覧船泰
雨後の陽射しに樹々は輝く嘉

北の国より届く塩鮭房

凍空に煙貼りつく紙の町き

連休に彼を誘ひて美術館弥
燃ゆる腕に抱かれ揺る蚤貞

孫にせがまれ鶴亀を折る順

たまゆらの恋の姿よ永久の幸黙

月光げに浮きたつ城の厳めしく竜

秋の祭に娘の晴れ姿泰

ナゥ黍を焼く香に誘はれ磑のぼる嘉

テレビを止めて家族談笑き

故郷も父母亡き後は遠のきて房

兎駆けこむ杜の木の洞弥

平成六年四月七日首

︵於・南海放送本町会館︶

窓一面画布に見立て易花の雲貞
春の陽吸ひつアドバルン揚ぐ順

平成六年四月十四日尾
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い

け竹も

ナォ巾跳の着地ピタリと風光る
王手うたれてやっと真顔に

打ち明けるときはガタガタ震へゐて

古典ひもとく冑簾かげ

いまは空気のやうな妻なり
夕立して庭の草木の涼しげな

四じりじ四りじ四りじ四りじ四りじ四り

ハ志摩・南草連句会ｖ

田島竹四捌

上島島

歌仙﹁陶楊に﹄

彫りの鋭き碑面テに露

陶楊に太湖の月を仰ぎけり

ピルの隙間を風の吹き抜く

ロスに来て文化てふもの再考す

冬の夜のヴィオロン弾くも身すぎとや

男のロマンいぶし銀なり
月へ行く貴重な半歩Ｈ２

松茸飯がほっこりと炊け

紅殻格子残る町並

ナゥ弟子あまた舞の師匠の秋袷

業績によりて黄︒藍・紫・紺賞

ギブスの脚に蝶来てとまれ

みよしのの花の便りを待ち兼ねて

霧る彼方駐在の夫

秤鰄亜奪十ユ脂一一粁郵甲率︵文音︶
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どびろくを嗜む老は健かに

・自慢の柚子が風呂にぽっかり

じ四りじ四り
じ四りじ四りじ四りじ四り

言葉のわかる犬が相棒
百日は下界を遮断雪の里
ゥ手すさびの刺繍俄かに売れ出して

電話の主は古き恋人

身仕度も彼女好みに兄デート

発掘調査大詰となる

古代より変らぬ声を行々子

たちまち曇る産土の森

にこやかに流血あとのエリッィン来

色丹望めがあがる東て月
一たむろ牡蠣割女たち賑々し

噂の家はＵターン族

新しき野外劇場花ふぶく
ピエロの背なにひそむ舂愁

野田田

八東京・乃木坂散人連ｖ

両吟半歌仙﹃真鴨かな﹄

一羽きて列をなしたる真鴨かな

大きく展く冬麗の湖

ぶかぶかの畳の上に敷く毛蔑

自慢の棗とり出してみる

古舘蕾日
宇咲寒﹃

平成五年十二月五日首尾︵於・六知庵︶
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まよなかの月見石より風立ちて

菊人形のなおも鮮やか

出家迷わすひとの面影

ワ筆を折るときこそ到るすさまじさ

ぷつんと切れし三味線の糸

次の間に禿を退げて心待ち
聞こえてくるは濤音ばかり

忌にこもる福沢諭吉越路塚
暑さに耐うることもまたよし

吟遊の街から村へ夏の月
寄り合いにせこを入れたる泣き笑い

家宝の武具を飾る春の日

立山神社の護符をいただく
續紛と落花に濡れしお下げ髪

冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹冬曹男人

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその壹ｖ
かげろふ

艀蛎﹃祝退院﹄
祝退院︑銀杏落葉の美しく

窪田薫捌

優しきひとは風呂敷を解く

ナォヴィナスの丘の小草の涼やかに

小出きよみ

健

薫

杉浦清志
中野嘉弘

河村まさあき

文

悟

心字池いま河童浮く頃

僧房にわすれがたみの乳の匂ひ

ジュリァナのお立ち臺から芋嵐

温め酒を懲しがらせる

の義經を蝦夷に送りて月さやか

K

鼈・河豚の雑炊の賛

窪田薫
福井隆秀
星野石雀

かこち顔なる法師西行

−19ラー

ナ ゥ 水 鳥 の 跡を濁さぬ澤にし

192

の出窓より冬三日月をちらと見て
櫻岡素子
三栗健
笠間文子

肉鍋 まへに喋りしたた
収賄の 容疑晴らさん厄佛

たんと買込むイースターグッヅ

洛北けむり春雨の過ぐ

ク人形が首を傾げる花更けて

蓉鰄謡蓉十畦朋斗栖甲雷︵文音︶

93

あちらこちらに話題とびかふ

縞着て穴を出る青蜥蜴

突き當る築山ほんに坊主山
ゥのどかなる馬鹿殿様と眼が合ひし

初午なのだ太鼓鳴ってる
〃逢魔時の濁り按摩や花の宿

佛渕健悟

志き一

秀み弘

・

學藝會でおれは沙悟浄

ただの一聲相場動かす

秀

文

芭蕉布と薩摩上布と能登上布

下房俊一

照れ屋にて内氣にてなどとんでもない

薑寝の夢をさます大波

健素雀薫

ひかて

かげろふ

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその威ｖ

艀蛎ラフイスカレー﹄

ライスカレー大正昭和銀杏落葉

いづこに果てむ霧につつまれ

ナォ清めては後姿の秋遍路

の今宵の月光とても結構

蓮根と針とで穴はどっち善き

窪田薫捌

底冷えて奉行の脛の傷痛む

鼠小僧も捌く愉しみ

どっさりこ藏に隠した袖の下

窪田薫
石井望三
村岸明子

藥喰ひとて鍋に何やら

細川花紹子

薫

永田圭介
上野遊馬

闇こころに抱く年の暮漠
ナゥ眞の

る膨群として聲高く家柳速雄

ともがら

夜の友は眞の輩明

深
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うまき蕎麥屋にうまき熱燗
の冬の月車の音を追ひかけて
島田美保
明

雁歸

200

隙間だらけの身に迫るもの
匂ふのはクレオソートであるらしく

電信柱春の夕嶢け

ウグラノ︑ノ︑イーハトーヴの陽炎へる

︵文音︶

雪崩の跡を窓越しに見る
〃花あれば近江の鬼の深情
童ぞ召しませ木の芽田樂

平成五年十一月二十七日首

平成六年五月二十八日尾

K
93

朗介花明

保美馬

・

隣りに嫁來ふけるものの芽
青い烏おみやげにして猫の懲

鈴を振りつつ山の彼方へ
齋藤吾朗
鈴木漠

怪人は瀧に打たれてゐるわいな

飴湯少々差入れをせむ

藤田美和子

一一一

正夢はなきこの菊枕

〃情ある薄野まつり花火あげ

保薫三薫

八大阪・俳譜接心Ｉその一Ｖ

居待﹃翁の句﹂
衆議判

岩尾美智子

杉本一夫
岡本星女

翁の句さまざま桜吹雪けり
蛙に両の目借りられたらし
中島きみ子

森田蓉子

女修験者火渡りの行
林由子

紙風船けんめいに息ふきこみて

唇より唇へそっと冷酒を

由

二塚元子

月涼しためらいがちに露天湯に

鳴きつれてゆく鴉ひとむれ

み

智

ダイヤモンドの指輪を返しさようなら

神経痛に鍼マッサージ

くにさき

国東に拾いし石を土産にと

み

智

一元

夫

盆狂言はねし中座に月かかり
売られぬ墓地に秋風ぞ吹く

蓉

新豆腐ありますと貼紙

ひとり住いの安全装置センサーで

赤飯東てる野施行の穴

いろは茶屋釘付けのまま返り花

星

″

″

ネグリジェを半分切ってブラウスに

山を越えればふるさとの村

平成五年四月二十四日首尾︵於・俳譜寒菊堂︶
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八大阪・俳諾接心ｌその二Ｖ

箙﹃蟻も来て﹄

蟻も来ておりしあじさい羅漢かな

音立てて竹皮を脱ぐなり

葦生はてお捌
葦生はてお

ビールに枝豆甘露々々と

健康ランド一泊思いたちし月

世代につれて変る方言

今中一江

山川真智子

奥村勘甫
岡田彰子

林由子

民岡照子
岡本星女

ゥ土石流めく秋出水二階まで

奥村美砂女

岩尾美智子

朝寝朝酒親ゆずりなる

ナゥ冬彦さんといわれ離婚届に判

法道仙人春風に乗り

左目銀右目金なる猫生まれ

平成五年六月二十日首尾︵於・西脇・西林寺︶

花の能古りし舞台に足拍子
雨のあがるを待てる連衆
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ガチャマンといわれし昔しのびつつ

ウエイトレスの日本語がへん
糺の森にうき名流せしひとや誰
ブルートレイン旅はみちづれ

藤沢あや子

星野かの子

またどっと燃えあがる左義長

餅花や初売りひまな電器店

十出

甫

昭州

真

ひいき役者が敵役とは

ナォ汐騒は関の声とも壇の浦
どこまでも凍月の縦く九十九折
本卦還りの赤ちゃんちゃんこ

星

″

女身にて湯をあふれさすとき

文殼を秘めし螺細の手筥にて

美江彰や砂の

八大阪・俳譜接心ｌその三Ｖ

出花﹃雲追うて﹂
岡本星女捌

竹山美代子

二上貴夫
岡本星女

雲追うて走れる雲や秋簾
しるがねいるの有明の月
たわむれの恋と知りつつ許せしを

龍の刺繍の絹の上靴

″

代

竹山みどり

葦生はてお

れんじ

医食同源蓮子の味のほのかにも

ベルジュラックに文を頼まん

ししよゃつ

お

り

夫

夫

河豚鍋かこめばついおしゃべりに

星

夜光虫權の雫とちらばりて
花火コンテストたまや−かぎや−
踏まれつつ上ワ目づかいの天邪鬼

胎・卵・温・化の四生成仏
天よりの手紙上ラヒラ雪の窓

お

お

夫

星

頼家と伝え異形の面妖し
中古レコード店主趣味入

り

代

ひとり遣いの木偶ののどかに

あと五分で雷鳥２号の旅終る

花の酔まだ残りいる朝寝覚
孕める鹿に逢うも飛火野

平成五年八月十日首へ前半於・俳譜寒菊堂︶
平成五年十月十日尾一後半文音
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八大阪・俳譜接心ｌその四Ｖ

十二調﹁うすけむり﹄
岡本星女捌

うすけむり虎伏城は落葉焚く岡本星女
上着をぬいで冬火あたたか清水幾湖
主菓子は織部上用の茶席にて下田喜代
明治生れの意地っばりなり鋤柄光子
色あせしアルバム大事藤寝椅子左海延子

狂い狂いて班女みやこへ山川真智子
たこ焼をつつく二人の瞳はブルー延

秋明菊に露しげきころ光
常闇にゆらぐ絹垣ご遷宮智

青畝の句碑に遠き汐騒楠本玉江

鶴帰る八代の月のくまなきに〃

平成五年十一月十六日首尾︵於・俳譜寒菊堂︶

治聾酒呑みてわれとなぐさむ湖
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岡本星女加朱

て

は星

八大阪・俳譜接心ｌその五Ｖ

歌仙﹃芭蕉忌や﹄
芭蕉忌や旅路の絵巻賛なきまま

雪を被きてねむる山々

客もうけつかみ豆腐に麩なんぞを

政治改革やっさもっさと星

ナォタイ経由コンピュターウィルス上陸かお

いつの間に熾火も尉となりはてしお

百歳小町姿見の井戸星

しとどなる唇バビロンの淫婦めきお

性転換して永遠の美貌を星

こしかたのしろがねぴかりなめくじらお

茅の輪くぐりの高足を踏む星

星

香ばしくぷつとふくれしカルメ焼お

蝕ばまれっっ月ののぼり来星

曲もなや電子レンジのぬくめ酒〃

籾摺唄のうかれ大黒お
祥瑞の皿が木端微塵お

ナゥ河童出しうわさ最上の舟下り

さいはての野に馬鈴薯を植うお

春浅みすばるしきりにまたたきて星

花盛り梅桃桜いちどきに星
白雲悠々往きて帰らずお

︵於・俳譜寒菊堂︶

拝聴亜篝粁一一一朋十缶叩雷︵対吟︶
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紅柄格子に透ける人影

烏どもは寝入りたるらし月おぼろ

湖の底胡沙の降り積む

ワ亡国の巻に春の逝かんとす

垂れたる鼻をかこつ御僧

出衣の半蔀車たれやらん
卒業写真の彼が可愛い

あと二分もうあと一分抱いていて

タレントの猫通帳を持つ
薬草園にせんぶり・紫苑

つくばいにころりと落ちし夜半の月

左團次丈は今日は素袷

雀の斑残る蛤水を吐く

遠花火いくつあがりし釣忍
折紙細工の幽霊どろどろ

葦岡
生本

星お星お星お星〃お星お星お星お星お女

八大阪・俳譜接心ｌその六Ｖ

春人一周忌追悼

ナォドラキュラの伝説残る古城なり瀬川照子

禁煙をして命惜しまん黛

闘牛士真紅のマントひるがへし竹山美代子
岡本星女捌

伊勢街道宿にずらりと講看板元
三度目の正直エリッィン来日時

短夜を思はぬひとと契りたるお

嫌ひ嫌ひと言ひつっ抱かれて森田蓉子

春入居士
岡本星女
岡田彰子

脇起歌仙﹃壷も瓶も﹄

月天心蔵々は酒かもしつつ

葦生はてお

平成五年十二月二十七日尾
︵諏粋蝉音伊丹・柿衛文庫︶

平成五年十月十日首

雁風呂日和となりしわだつみ堀井寿郎

花篝浄土の宵に参らせん森三郎

うゐのおくやまけふこえて春押田たつを

古文書の達者なくづし字読みづらし増見咲子

舞を伝へて平家の末喬岩橋史郎

ナゥ降りつもるままの落葉の関の跡城戸崎丹花

甘いものにはとんと目の無き清水幾湖

師を偲ぶこころそぞろに後の月岡田水都子

飛行雲秋天の涯の涯までも竹山みどり
松茸出るのか縄いかめしく鈴木一睡

闇にもつるる恋の蛍か喜

いつのまにやら猫の棲みつぐ

奥村美砂女

壺も瓶も乱菊のていたらくなる

定年を機にふるさとへもどらうか

名残の簾窓を打つ音

縄とび石けりして日の永き
ゥ揚雲雀たちまち点となりゅきて

誕生仏は甘茶びかりす

彼のコールポケットベルのデジタルに

岡田麗

林由子

二塚元子
星野照子
歌川山黛
奥村勘甫

星野かの子

高本時子
楠本玉江
下田喜代
左海延子
岡部和子
杉本一夫

ペアのシルクのホームウエアー
﹁恋めくもよし﹂とありたる胄畝句碑

宇治金時はこめかみにしむ
辻芸のパントマイムに月涼し
何でもいれるちりめんの小袋

心斎橋の昔は町人橋とこそ
放置自転車ドミノ倒しよ
帰り花うんとおめかし顔見世へ

雲まじりの雪となる宵
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八東京・白塔歌仙会ｖ

歌仙﹃噴水﹄
昼寝むさぼる公園の椅子

ォ噴水の音ふと消える読書室
地下鉄の自動改札あとにして
何処まで歩くテリヤと共に
飛行機雲ほどけるあたり昼の月

ナゥＢＭＷベイブリッジに風光る

雑踏の中幸せを売る

瞳も虚ろ岡場所の美姫
がみ
良寛の聖地国く上
の五合庵

わが祖先ネァンデルタールのあの人か

まわり灯籠刻のゆらめき

汗しての稼ぎをミケと分け合って
上村以和於

デジャヴェあなたのくれた口紅

坂口玲子
山本やよい

そっと手を握る別れの宵の駅
缶コーヒーの甘味しつこぐ

嘆オラ

臥待月暫くはおらあ俺生きてるベェ

減反農家に届く新米

プスマッヅキスンパラ

星川佐保子

西川名丸
早坂七緒
阿部つぎを

秤鰄垂蓉十一計朋一十伍朋雷︵文音︶
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綿摘み唄の調べ哀しき

ゥ蓑虫の蓑の底まで雨の色

佐藤俊一郎

過ぎればおぼろうたかたの夢

加地美知子

玲

花あおぎ思いあるらし旅の僧

部屋にこもりて四日と四晩

つ

波はきららに雛流れゆく

ナゥ天高し地は渋滞が二百キロ
モグラは出口探しあぐねて

刺客の刃闇をうかがう

美

山本隆則

紡い船には酒の一ト樽
村芝居果てし畦道冬の月

や

来い来いと言えど動かぬ天の邪鬼

咳止めドロップ残りはわずか

以

インロウ

内閣は政治改革命取り

内角低目へ投げたシュートがすっぽ抜け

俊

／︑学つ

望郷のアナーキストの手なぐさみ

いまだに空に浮かびたるまま

佐

黄色うるさき遠足の列

七

採用の子不採用の子も花の宴

佐俊美つ玲以七隆やつ玲佐俊美以つ隆や

八東京・芭蕉記念館連句会その一Ｖ

歌仙﹃寿貞尼﹄
寿貞尼の眩きかとも冬菫

山元志津香捌
山元志津香

日曜画家の青き筆先稔

ナォ前山を映す春田の清々し冬

あどけなきマルガリータに見つめられ悦

純なこころが重たくもあり亮

はらと音立てこぽる寒薔薇悦

死のような快楽知らず雪狂う

シナリオのとおり運んで気にくわず志

士心

探偵たのむ閻魔大王悦

亮
︸﹂

ゆ

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成六年一月二十六日首
平成六年二月二十三日尾

ふり塩よるし鯛の浜焼稔

天衣無縫にふらここも漕ぐ志
飛花落花視界は限りなく母国悦

腹八分早寝早起き早歩き悦

観世宝生金春喜多流志

ナゥ有名入ずらりと並ぶ赤い羽根悦

ウィンドショップの街のさやかに亮

松ならぬ椰子の上なる今日の月稔

ちん

抜き足差し足沖が横切るゅ

萩谷悦子
中野稔子

四温の苑へ通う川舟

稔

ポップコーンついぱむ鳩の群れていて

岩田こず恵

がったんとどんでん返しの扉に落ちて稔

袴の裾に秋の寂びゆく

ゆ

渡辺ゆり子

ゥ重陽も済みし蒔絵の膳重ね
盗み酒して頬染めており

稔

時計の針の一と廻りする

丸文字のレターの返事愛々々

悦

宇咲冬男

スイートホームを君と欲しいの

稔

端座して声に張りある月の客

忘れ置かれし麦藁帽子

亮

住田一元

南国の海を見下ろす丘の上
月涼しオカリナを吹く宗次郎

悦

士心

吉祥天のうすぎぬの揺れ
祝い合う千二百年京の景
心字池には亀も首出す
ふかるるままに電線の凧

バスを待つどんじりに居る花曇
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八東京・芭蕉記念館連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁露けしや﹂
成田淑美捌

宇咲久︑

成田淑

阿部朝

秋を深める月詠みし歌
酒井郁

露けしや蔵王嶺仰ぐ大玻璃戸

ニューファッションに華やげる街

実石榴の割れて朱色をふやすらん

彦坂範

渡辺定

武者人形も飾られていし

俺のへそくり絶対やらぬ郁

ナォ建て替えの見積りをする春炬燵淑

いつも出て来る学者先生郁

バラバラに捨てられていた変死体範

愛のうねりの三寒四温郁

襟巻を心を込めて編みあげて朝

土産にもらうファミコンゲーム朝

そんな事あったかしらと子をあやし淑

内閣を操っている人見えず淑

御開帳待つ飛鳥の秘仏定

白々と続く土塀の夏の月郁
修学旅行派手になりゆく朝

ナゥ扇置き古城をのぞむライン川範

険しい峡を渡る青北嵐郁

とんぽうの幾千万も湧きたちて朝

平成五年九月二十二日首

叙勲を祝う膳の整う郁
花に満ち人生に悔いなかりける淑
天へ届けと繋ぐ連凧郁

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成五年十一月二十四日尾
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時計屋の奥から洩れる胡弓の音

ゥ稲ぴかり伴う今日の虎が雨
見知らぬ同士相乗りをする
分別が邪魔をし肩を抱くだけ

砂の足跡は潮が消しゆく
深々と一礼をして神籔受け
姑居ぬ間のみたらし団子
寒月に狐と狸化けくらべ
火事の騒ぎにラッセル車きて
階段をあわてふためき真さかさま

甕をあふれし密造の酒

栄螺の吐息厨辺に聞く

憂き顔のカポネもまじる花の客

範郁範朝定朝範定郁朝範郁子二郎子男美

八東京・芭蕉記念館連句会ｌその三Ｖ

悦

萩谷悦子
阿部朝子

歌仙﹃蝶々﹂
蝶々に面影よぎる秘苑かな
牡丹の芽のふくらめる艶

萩谷悦子捌

行く春へ嬰児にぎにぎしてみせし

朝

パオ

山元志津香

宇咲冬男

静かに流すＦＭ放送

いま現れる砂漠の月の大いなる

包の暮しに秋の土はも

悦

朝

朝

悦

住田亮

金欠病でアルバイトする

サファイアの指輪でいいと甘えられ

″

見え張りすぎる伊達男なり

ゥ仮装しておもしる可笑し村祭

靴底に隠した文書消え失せて
つかみそこねし重役の椅子

朝

朝

知る人ぞ知る鳴呼木堂忌

月灼くる白亜の壁のそびえ立ち

渡辺ゆり子

ゆ

朝

一目元

そんなこと関係ないと眠る猫
茶の間を占めて地図かけてあり

飛鳥路の花を愛でんと旅支度
川面うららに風もやさしく

ナォ念願の合格果たし一気飲み悦

シベリア横断カナダ横断冬

あわてふためく坊ちゃんの乳母朝
ふる里のだんどの味が欲しくなりゅ

雪原に凍鶴の群れ点となる成田淑美

不倫を通すシーボルトいね悦

行き倒れにも足袋はかせたしゅ
癒え早く女医に情けの深まりて冬

出船入り船異国めく街ゅ

胸に掛く十字架きょうは裏返す朝

潮の香の上衣をかかえ月を浴び淑

殿様宰相高きに登る淑

ナゥやや寒の石ころ多き道なりし朝

呼吸整え準備運動淑

伏兵が王手をかけて終局に悦

観光客のめぐる城跡ゅ

花満てる深山の奥に鐘の音悦

翁蝿に日がな暖か淑

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成五年四月二十一日首
平成五年八月二十五日尾

−206−

八東京・芭蕉記念館連句会その四Ｖ

歌仙﹃翁忌や﹄
山茶花の紅いひそと翁忌や
冬の日淡く射せる枝折戸
絹を織る人間国宝老い知らず
笑顔うつくしグラビア写真

鱸のあがる市の賑わい

十五夜の近づいてくる港町
ゥ村芝居都会の子らも帰りくる
きものを着ればませたもの腰

藤沼亜緋子捌
藤沼亜緋子

大石視朗
谷田男児
遠藤円童
宇咲冬男
円
男

男

冬︑

亜

甘んじて受くつぐないの鞭

愛を説く牧師ながらに惹かれたり

円

新井秋芳

名店で売る新案のパン

交差点トランシットが此方にらみ

沢田洋々
洋

ぱばさまは夏の月でも拝みます

橋渡りつつ河鹿笛聴く

男
円

洋

円

落武者の昔を偲ぶ祖谷の里
渋滞してる横文字のバス
外っ国の川になじめる花大樹
遅日の雲は果てしなく増え

ナォ春愁の場末に残る荷風の香洋
悶着などは知らぬふりして〃

秋

銀行さん榛み手しながらあいそよぐ山元志津香

はじく儲けについ乗せられし

約束をピンクで印す予定表亜

木枯しの中わたし待つ彼作田美恵子

湯の宿の想い出沁みる年の暮菅根登美子

胃をなでながら迎え酒酌む男

海原に骨片撒けと遺言す志

地平線まで続く秋草円

小数党は何をぐたぐた本多一基
月代に向いチワワのすまし顔亜

しばし浸れる瞑想の刻洋

ナゥ園庭の彫塑濡れいし冷ややかに基

ソナチネを弾く少年の才長けて視
竜昇天の夢にのりたる広橋美代子

旅立ち揃う引鶴の群男

城門を朧に浮かす花明り亜

平成五年十一月二十五日首

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成六年一月二十六日尾
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八岐阜・巴世里の会ｖ

二十韻﹃露けしや﹄

粧ふ山を出づる月影

久閼を叙する言の葉露けしや

大野国士捌

平

土川修平
安藤美保

豊吉多恵子

大野国士

ミルクで軽く日曜の朝

リゾートヘ鹿の遠鳴き聞え来て

ゥ高麗の白磁の壺の肌愛でむ

ナォ新聞を開きあなたの名を求め

企業戦士もいまは良き夫
烏去りて松の緑の雪しづり
スペインまでも寒昴追ふ

士

清水蛇尾

奥村中︲

保

河合佐和子

加藤洋治

首投げをもて決まる一番

足音盗み通ふ潜り戸
膝枕夢を語らふ縁側に

婚約後あまたの過去が明るみに

中

河内克美

佐

多

飯場で眠るヘルメット捨て

美

松尾一

面接にワイシャツの汗したたらせ

ナゥ何回も女課長に呼び出され

朝顔しぼむ午後の願院

雪解けの水流れいや増す

あまご発つ花の前後の長良川中

夏も近づき結ぶ靴紐尾

︵於・フィールド・羽酒︶

平成五年十月二十三日首
平成五年十二月十八日尾
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八八戸・八戸俳詣倶楽部ｖ

歌仙﹃夏奉匡
烏消えて蝦夷のやまやま夏霞

往きっ戻りっ草を刈る人
木陰より童ら不意に現れて
犬とともども吾に雌きくる

関川竹四捌

高橋白晶女

関川竹四
瀬知和子
星野佑美
山田光湖

遠きいぐさの碑を読む

ナォ探烏会森の茶店の椅子に侍り

部屋に籠りて雪の富士見る

飛んで来し帽子が縁の恋生まれ
昨日はグリル今日はパーラー
小遣ひがかさむと母に嘆かれて

笹鳴きのをちこちに湧く旧街道

峠を下る馬子の唄ごゑ

テレビにて大雨予報刻々に

オーレオーレの声に消さるる
月光裡足裏より冷えのぼりきて

ショーウインドーを覗くカップル

江

四

一村の日うら日おもて桜咲き

春風に舞ふ赤きスカーフ

子にせがまれて蛸焼を買ふ
ポスターの旅の役者の顔汚れ
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白樺の梢にかかる淡き月

高橋スズ江

旅行社のプランあれこれ比べみて

湖

庭の薄の闇にさやげり
ナゥ雲脚の迅き朝空秋祭

若さ羨む齢なりけり

美

雪嶺を背に種案山子立つ

日申

車窓より見え隠れして冬の月

江

湖

美

湯宿にひとり虫の音を聴く

ゥ山門の修復すすむ萩の寺

槌音高く空に透きゆく

和

停れる駅に寒き人影

和

肩寄せて宣伝カーをやり過ごし

山の畑に塵を焼きおり

平成五年六月二日首尾︵於・山田光湖宅︶

ひらひらと蕎麦屋の旗の風に揺れ

美

日申

川を越えゆく白き初蝶

夕桜里のみやげの銘酒汲み

美四江和晶湖和晶江美四〃湖和四晶湖江

ハ松本・花野連句会ｖ

川口栄子

歌仙﹁秋の風﹂
Ｔシャツの胸より秋の風立ちぬ
小出きよみ

小出きよみ捌

月の出を待つ欄干に筒り
山崎久子
布山翠

虫の音のとぎれとぎれに夜の更けて

電話長々旅の相談

上条絹子
翠

戸田遊太郎

帽子入れ水着も入れて枕元
仙人掌二輪赤く咲き出で

つくし
ゥう美
ケ原の塔に流るる雲疾く

遊
栄

彼女の肩にかけるジャンパー

み

夜汽車発つホームに並ぶ影ふたつ

翠

絹
久

意外や意外心中行とは

お稲荷様に上がる油揚

翠

突然におしゃべり雀群れて翔ち

麻薬売人ピストルの東て

無頼派のすするうどんに寒の月

遊
しようみよう

栄

絹

久

美術館煉瓦の壁に割れ目あり

一歩一歩に籠める声明

花に来て西行庵に入みる雨
うしろ姿に春の開けつつ

ナォ賭鶏を抱え男を賭けるとか翠

村中響き拡声機鳴る絹

細川さん政治改革大丈夫？み

カツと目を剥く仁王尊像栄

水虫のくすりすり込む足の指遊
ョツトの舵輪ペンダント揺れ〃

新空港発着便のきりもなく絹
隠し撮りされ怒るダイアナ栄

割鍋にとじ蓋金婚式夫婦み

岳を仰ぎて馬の噺き

あしたはきっと開け龍胆遊

栄

海原を照らしつ月の落ちんとす翠

歌舞伎の券を呉れる人あり

絹

ナゥ味噌だけでこみ上げる幸温め酒〃

又しても晶眉力士に土つきて栄

神にあやされみどり子の夢〃
たなびきて紫だちて花の雲み
風船はるか飛び去りゆきぬ翠

平成五年十月十一日首

︵於・㈱長野ソーマ化粧品会議室︶

平成五年十一月十三日尾
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ハ所沢．Ｂ面ｖ

歌仙﹃保存旧家の梁﹄

獅上れりと漁夫のどよめき

冬ざれや保存旧家の梁太し

次の世紀はどんな世の中

名古則子捌

ナォ春行くよ下宿に電話待ってゐる

ルビーの指輪誰に貰った？

恋知って嘘の中身も濃くなれり
式の日取りも決まる娘の笑み

脱サラ農も板につき雪

馬鈴薯の丸焼皿に湯気立てて

野鼠の小積な穴がこ鼻かしこ

旅愁を乗せてバスの露けし

カテドラルオルガンの音の月に揺れ

折込広告たまる一方
ヤ

鈴木アヤ
名古則子
小林純子

盛り過ぎたるかまっかの紅

看病の母の寝姿小さうなり

日高美灯子

内田さち子

″

ち

平成五年十一月十七日首
平成五年十二月二十日尾

今
村

︵於・吉祥寺すゑひろ︶
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すゃ／︑と笑みつ蛍嬰は夢むらん

蒼窮をわがものとして月渡る
萩をくヌればほのかなる香に
ゥ母校訪ふ鉄棒錆びてや易寒し

向ひの山にハッパ翻す

中古マンション今が買ひ時

帽をまぶかに立読の癖

ナゥ樽柿もそるノ︑渋のぬけさうな
則

千二百年古都の烏居に花吹雪
ヤ

啼きたてる悪食鴉に威されて

自転車のデニムのズボン尻のぞき
返事くれてもい当じやないかよ

ヤ

ち

アトラクションの蹴鞠うら易か

灯

くちづけの卓にぬるみしナタデココ

則

ち

うるみて赤し汗ばめる月
金蔓が切れて政局混迷に

神も仏も唖然呆然

則

ち

純

雲礫と卒寿の老が一シ気呑み

風鋭角にブーメラン飛ぶ
ひっそりと湧水の池花古木
鳩巣ごもりて身じろぎもせず

佐
久

則灯久ヤ灯則ち久灯ち灯久則子純〃則ヤ

八二見・日の出連句会ｖ

歌仙﹁いちご水﹄

いちご水女ばかりの句座となる

麦藁帽子玄関に置く

山根於京捌

松井郁子
山根於京
御辺卯径
中井信子
″

谷口喜美子

貰ひきし犬まるまると育つらん

ペンキぬり立てバス停留所
月を背に影を連れゆく異人坂

美

信

一示

信

やや寒き部屋ファックスを待つ

ゥ生きがひは働き者の温め酒
鼻ピアスしてペアのＴシャツ

片言で愛をささやき抱き合ふ

昼は０Ｌ夜は娼婦か

美

径

一尿

真珠の筏岬はるかに
修行僧一汁一菜冬の月

郁

知らぬ間に空家となりしワンルーム

心の疲れゆず風呂が解く

郎

径
信

中世古正郎

ボリューム上げあっけらかんと聞くタンゴ

今年もかける子等は巣箱を

土産と呉るる銀の耳かき
花の宮古式を守る村の衆

ナォ耕しの鍬がポッンと忘れられ美
知ってゐて穿く彼のジーパン径

老いの身と云はれつ激し過ぎる恋京

新発売の栄養ドリンク郁

交替の衛士は無言で敬礼す美

隠しカメラにキャッチされゐて信

懐手回転扉肩で押す美

マネキンが着るざっくりセーター径
定期船どんとどんと波乗り越へて京

郷土料理の味なつかしぐ郁

風鈴の短冊を読む月の窓吉居鳴汐

裏参道に降る蝉時雨美

若者交へ練る村おこし郎

ナゥ近づけばはにかみながら腕ほどく郁

偽書と云はれる扁額の文字郎

外圧で路線が変る永田町美

風やはらかにゆるるふらここ郎

はろばろと花の城趾をまた訪へり

秤鰔至蓉十ユ朋三十一串誇︵於・山根於京宅︶

一尿

−212−

八松山・東松山連句会その一Ｖ

渡部伸居
大野順子

歌仙﹃文音の﹄
文音の付句なりけり初便り
塀の向うに遊ぶ独楽の児
曽我部登志子

渡部伸居捌

鍵形に曲がる町筋かげろひて

ナォしみじみと春の風情を惜しみつつ

言はずもがなの老いのくりごと

やめられぬ秘書の稼業にあるうま味

屋台でつつくもつは絶品

ホーッホーッと木菟の鳴く

夜の更けし東て雪径に足とられ

待ち人来ぬも相性は吉

故郷の杜に鎮まる古社

贈られしスカーフを手に胸あつく

岩田葉月
村上雪香
宮内竹仙

孫は通知簿得意げに見せ
月今宵波涛脾睨龍馬の眼
秋愁の詩の成りし小安堵

ヘイつ

歌声響く桃のお節供

点て参らするお薄一服

″

居

未の娘に婚の近づく

︵文音︶
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寝そびれへ窓ほの明かき朧月
ゥ川魚の伊予の京都に移り住み

腰をくれらせ尻尾振る犬

活き活きと趣味の絵筆を揮はれて

谷へ叫べば錫返れる

平成五年三月三十一日尾

平成五年一月十四日首

撞くは遍路か早暁の鐘

おだやかな池面に映る花大樹
″

″

葉

″

香

居

″

順

″

圭心

ナゥ退院のその日晴れたり爽やかに

ドライブはあなたまかせで丘の道

水平線へ弧を描く虹

お土産の鈴蘭卓に咲き薫り
友とほがらにまどゐ暫く

昼月は忽ち曇り秋時雨

山の鞍部を越ゆるかりがね

搦々の笛を賞でつつ温め酒

牛若ひらり五条大橋

紙芝居観る子へ花の散りかかり

御寺の塔も野辺も麗か

ノノ志〃順〃居〃仙〃葉〃香〃順〃志〃仙

八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃知惠子﹄
小倉静波捌

宇都宮柏

小倉静

岩田葉

佐伯飛

白方筍

川岸添ひに萌ゆる芽柳
春水に絹染物を晒しゐて
師匠訪ねる手土産の折

噂や烏語解せし知惠子なく

終電の音遠のいて澄める月

オホーツク晴れに煽るウォッカ

ナォ雷気楼海のかなたに見え隠れ

円高がひびき貿易伸びなやむ

母の手を曳き参る氏神

小春日に誘はれ道後のお風呂まで

雪の石鎚輝やいて見ゆ
裏庭へ猿軍団の賑やかに

動物園で挙げる結婚

したはれて苦しき日々の物かなし

手術のあとの痛む古傷

団子を盛ればたかき虫の音

孫達と雲縫ふ月を眺めをり

皆に好かれるかすり会館

ナゥ風炉名残部屋引き締める香流れ

なかなか読めぬ壁の扁額

バス連ねカルチャーブーム真盛り

︵文音︶

街の屋並みにたてる陽炎

花の句座半ば夢路を辿りつつ

平成五年十月二十九日尾

平成五年六月一日首
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貼り替え終へし障子明るく
ゥむらさきの芒なびける河の宿

あつき想ひで待てる彼の君
二年越しやっと悲願の恋みのり

広告ちらし見るだけの家
政権がかはれば景気良くなるの

日本国中揺れに揺れゐる
月の路地ナイター帰り声高に
﹁じやん︒けん︒ぼん・﹂は蚊に刺されつつ

理社音︑英国数の塾通ひ
たこ焼きの章魚吊す店先
だらりの帯をゆする春風

尋ね来て花は静かな京都なり

飛筍波葉柏飛筍波葉柏飛筍波月葉烏子波

執

筆葉柏飛筍波葉柏飛筍波葉柏飛筍波葉柏

八松山・東松山連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹁手に掬ひ﹄

海の彼方に見ゆ鰯雲

手に掬ひ飲む水うまし紅葉狩り

満月に遠山脈の照らされて

池川媚谷捌

池川媚谷
武田智沙
倉本坦石
藤田節子
谷

奥村今日子

石

智

ナォ路地裏の小流れ水に藻草生ふ

ふえる休日困る小使ひ

リモコン列車孫があやつる
不景気はどこ吹く風の永田町

遠雷に落ちつかぬ夜

薫風へ大欠伸するうちの犬

不倫の恋に血の渡る音

半眼の阿弥陀如来に灯が揺らぎ

駈け落ちは南の国の小さき島

関西空港近く完成

帰りゆく子の背へ月の埋々と

厨の隅にこほろぎの声

ナゥ漱石のゆかりの部屋に活けし菊

毎朝通ふ道後神の湯
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意地と頑固が守る峡の田
行水の掛湯に夜の風生れ
塩味だけで炊きし豆飯

人の噂になりし初恋

ゥ山の幸溢るる村へ移り住み
またきっと逢ほうと誓ひ五十年

今ブ

節
谷

海の面へ落ちる夕日が雲に映え
うっらうっらと見つづける夢
散り敷きし花を集めて空へ撒き

ゆらゆらと分譲地らしアドバルン

赤松林亘る潮風

智

うぐひ釣りつつ登る渓流

秤鰄茜舜圭朋十軒朋密︵文音︶

石

節

石

智

今了

成りし新築今日は引越し
猪鍋をつつきつ窓の月明り
薪割りをして積みし軒下

谷

歳時記もほこりを被るままにして

瀬戸際にきし政治改革

旅先に思ひもかけぬ花万朶
野道をゆけば揚雲雀鳴く

谷今節石智谷今節石智谷今節智石谷今節

宵
登暁清逸し宵八江蒐育子暁江朗郎蒐

八横浜・菱の実会その一Ｖ

登紫涼逸喜圭
冑
代
八
清

歌仙﹃酔芙蓉﹂※

ひ
ろ

中尾青宵捌

青八巖関寺大西中
柳木
戸田木関尾

とき

金太郎飴夜業ひそかに

推理書のトリックは刻酔芙蓉

粗壁なぞる髭の蟠蝉

厩屋根漂と離れた月ありて

み

ナどんたくに身の血がたぎり駆けめぐる

家響く声お婆まだノ︑若松照
雑布は階段箪子堅しぼり

エステの予約コース変更

ペディキュアをこれ見よがしに蒲団はね加藤亀

風邪薬よと目病み女が

減税もちょっぴりに株大下り

銀行員とてあほる昼酒

世紀末月出帯食めづらしく

輸入の米で松茸の飯

風偲んで根釣たのしむ岩のかげ

あすは山門草蛙揚ぐる日
ナゥ太閤に藤吉郎の昔あり
誰はばからず孫は膝乗る

掌の中ぬくき春の地卵

節分の豆あちこちに今朝の庭

故里は刻のとまりて花の下
姉と妹で漕ぎしふらこ蚤

秤唖伍蓉式朋二仁計印舘︵於・菱川クラブ︶

一216−

懇願に篠つく雨を車出す
老の待ちたる懐炉十ほど
ゥ相性の当る当らぬ暦繰る
紅つく煙けぶらするまシ
ブルセラは思はい高値病みつきに

外にともかく大国の顔

と

奪ったもの少し返せば収まるや

聖地は一つ宗教は三つ

まひノ︑の舞ひ疲れして月の量

ホースの水が女中直撃

宿題のノートはどれも真白で

誰が跡つぐしにせ味噌蔵
ポケベルの向ふ不忍池花と

馬噺けば逃げる子雀

小
野

女代宵八蒐清女代八女宵八情女蒐ノノ代八

八横浜・菱の実会ｌその二Ｖ

獅子の子一初音﹄※

風がタクトの枝は芽柳

これやこの音大卒の初音かな

機械揃へば村は即町

田楽の味噌一と処凝りゐて
そヅろシャワーは名残行水

中尾青宵捌

寺田喜八郎

中尾青宵

宵

加藤亀女
大木圭蒐
八木紫暁
西関清
蒲原常盤
関戸逸朗
鈴木南史

巌涼江

逸

亀

駅まで五分のチラシ毎日

ナ焦げ鍋をそのま塾独身貴族なる

弥生狂言狐忠信

吉野には及ばずながら花の山

秤鰄極舜垂盟一拝極串雷︵於・菱川クラブ︶
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ゥ流行服なくとも月を見に来よと

小吉の御籔帰りの草の穂に
角曲っても付いて来る犬
さりげなく目礼せしがそもノ︑で

誤ちといふ何と愉しさ

祇園会に転勤を聞き血が上る

蒐

青柳登代子

八

昔秘湯の帳場炉噺

江

吊り橋のひたとも揺れず霜満天

史

網戸は要るがテレビ白黒
純粋に信奉すれば原理主義
人称云はずも判る日本語
裏金で割引債を溜めました

こつノ︑像を刻む深皷

盤清暁登

八東京・ＰＣ︲ＶＡＮ連句ひろばその一Ｖ

歌仙﹁夏﹄

沖の巨船にかしぐ向日葵
滝沢瀞越

風間とんぼ

小原洋九
佛渕健悟

小原洋九捌

のつぼピエロ硝子の鷆鵡ゆめ合ひに

夏が寒いＡ埋立地水流る
くのじくのじに解けぬ知恵の輪

宗我部雅辺

あるふあ

茜蜻蛉の空はやすけく

ぼ

悟

パピルスの染み振払ふ昼の月

公家の出といふ奥方の声

ワ真葛原力士うつむき帰るなり

﹁あなた﹂とだけの葉書ひとひら

岩佐卯舟
杉浦兼坊
木原閑幽

ゆびきりもわづらはしいと手を切って

トカレフの脇に転がる少年兵

辻杏奈
幽

テうよやさしく史を閉ぢてやれ

ぼ

越

日笠鉦小︑心

ひとつとや童が唄ふ手鞠歌
左打席でバプルガム噛む

九

高野聖に降る蝉時雨

三葉虫石切場のみ油照る

象の問へし春の江戸門

辺

花明り忍者がぴよんと月に入る

ナォあをやぎはぬたにしようと膝枕小針朋夢楼

お百度参り白く吐く息あ

悟
綾取りのあと恋をしませう
わかれみち馬橇の鈴のしやんしやんと奈

ましらたけなど食って生きのび奈

下宿屋の押入に飼ふカメレオン林宗海

後の雛願ひを乗せて川をゆく心

ぽくたちの旨︒︒己信胃盲唖

セレナーデ越

龍田姫棲む鶏の錦繍あ

壁の海図にグラス傾け辺

悪役の台詞すばやく繰返し悟

笑みて香聞く気高きは誰幽

ナゥ幻は消えて峠の草蛍ぽ

三年寝太郎のそり起き出す〃

木乃伊付き竪穴住居掘り当てて坊

思案中橋帰化申請書辺

宙に舞ふのは欝香揚羽か楼

あしたよりけふぞこひしき花の旅心

︵於・ＰＣ︲ＶＡＮパソコンネットワーク︶

秤鰔垂轌十瓠朋廿琿叩霊︵電脳文音︶
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八東京・ＰＣＶＡＮ連句ひろぱｌその二Ｖ

春の句会記念

二十八宿﹃異邦人﹄
林宗海捌

風間とんぼ

林まさ女
佛渕健悟
海野海砂

うしろより淡雪降るや異邦人
脚踏み替へる軒のつばくろ

新車自慢をまたも始める

砂

遊子
林宗海

木原閑幽
滝沢勝越

宗我部雅辺

辻杏奈

花のかげ野点末座につらなりて
シャンデリアミンクコートが二三着
ストラディバリウス音色ふくよか

ゥ朝顔の蔓に小指を這はせたる

冑蜜柑食ふ極道の嫁

形見すらなきひとしのぶ盆の月

汐入川の水嵩増さりぬ

通過駅レール軋ませ急ぎたり

幽
砂

悟

幽

糖蚊に弱る刑事の張り番
はりあひもなくかたる浄瑠璃

花菖蒲活けし客間に客は来ず
ナォ金色の箪笥三棹が宙に浮く

杉浦兼坊
悟

越

信貴山縁起絵巻展示す

くさめ止まらず替へる白粉

夕暮れのタクシー拾ふニューハーフ

バイオの牛がさらふ栄冠奈

お立台巨乳ゆさぶるこれ見よと海

シャンパンの泡の数だけ月が出るぽ

冬近くなる工房にゐて悟

ナゥ配達夫きたれば襟に赤い羽根越

元気に遊ぶ島原の子ら日笠無心
抱き上げし鯉を盟に移し換へ悟

民宿経営永年の夢ぼ

申霊︵電脳文音︶

︵於・ＰＣ︲ＶＡＮパソコンネットワーク︶

亜舜甑朋二十

町中はＪににぎはふ花の午後辺
風やはらかに鳥居抜け行く海
秤
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八神戸・ひよどりその一Ｖ

脇起歌仙﹃山窪は﹂
品川鈴子捌

こころなき酒重ねるも性

ナォ乱暴に膏薬はがす春の宵

仏前にくるくる変わる誓ひたて
エルニーニョとて雨降り続く

地震またかとおそれおののく

水着の娘眩し恥づかし
七転び福を掴んだ玉の興

ダイエット効果まづまづ心太

有山八洲彦

図書館に井伏鱒二の本返す

山口誓子
岡本さとし

山窪は蜜柑の花の匂ひ壺
迷ひこみたる背戸の鹿の子
サイレンの誤報驚く人なくて
池上えい子

いにしへの雅に浸たる古都の月
島田たみ子

ナゥ到来の松茸を焼き分けあえり

石打つ音のひびく錦秋

予備校生で電車満員

注ぎたして飲む出がらしのお茶

福村滋世
桑田永子
田村和子

前口上であがる椴帳

これからの殿様会議如何ならん

滋
松原フクエ
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黒松の梢にかかる月の量
秋場所とみに祖父のたのしみ

土蔵にありし写経一巻

ワさんま買ひ勤め帰りを急ぎ足
彼の電話をひたに待ちわび
幾千年化石となりしままの恋

ガラス囲ひの金庫まる見え
た

秤鰔垂奪唾朋透明霊︵文音︶

村村を埋めつくして花万朶
大藁屋根に朝のさえずり

さ

番狂はせのカード人生

日本ではＹＥＳしばしばＮＯの意味

八
シえ

路地裏に雛ききし冬の月を撒き

神農さんの虎はぶらぶら

︑氷

和

滋

さ

着倒れのこいさんいとはん母に似て

判こ探しに三日かかりし
ひと枝の花を話題の台所
風光る野に兎跳びする

永フ永和えたえ和滋た和え滋たさえ永え

品川鈴子捌

ひ鈴

田川

ろ

神がかりなる野望おそるし

ナォ遠近の油井の炎陽炎ひて

鑿々と打出太鼓とどろける

騎馬奔放に遊牧の民

満目の平原の草枯れはてて

ポインセチアの鉢がある窓
豊かなる心の人も妬けるほど
子宝なくてもちつもたれつ

面影は永久に凛々しくあらまほし

ゴルフクラブに錆びの兆して

鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴〃

ハ神戸・ひよどりｌその二Ｖ

歌仙重ロ羽﹄
破魔矢享く吾に白羽の矢が当たれ

屠蘇をつぎつつ年をさきはふ

薄氷も亀甲型に解けはじめ
ものの芽多き村のしあわせ
塗られたる畦にうつりし月のかげ

幽明の境を照らす月光も
骨壺入れて虫すだく墓
ナゥ湖は銀の盤のべ渡り鳥

汚染会議のテーマ決めたり

宇宙より青き地球に魅入られて

おたまじやくしは頭でっかち

無事に戻ればスター扱ひ
咲き満てる花の下みち宝塚

秤鰄至︾十一一申二十二叩霊︵文音︶
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海のくびれに船の肪へる
ゥ右足をやや踏みだせる観世音

傾國の美の楊貴妃に似て

望棲に丈なす髪を杭り
祭噺子の到る遠より

いつからか無用のものに蠅叩き
砂漠のいくさっづく何時まで
月浴びて思案の首をひねりたる

そぞろ歩きの絶ゆることなき

久しき祈り露もしとどに
錦なす蔦からみたる煉瓦館
スーダラ節を踊るのどけさ

花の山をんな同に列つくり

原品

ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴ひ鈴し子

八神戸・ひよどりｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃滑らかな﹄

滑らかな青き平面青田なり

品川鈴子捌

貞

山口誓司
永原貞子
大津泰子
岡田芳子

ナォ遠足児小川をぴよんと跳んで見せ

無理難題の国際政治

声のきれいな女先生

八百萬大和島根に神在し

帰る漁船に朝耀の鰺

鍔広の麦桿帽子目深にす

指先につきし群青パステルの
婚のレイ受く椰子の葉蔭に

若づくり念入り化粧共稼
明日は雨かも顔洗ふ猫
月の夜古き琴柱を整へて

きらめきしもの降りし白鷺

電動の櫓太鼓が刻打ちて
弁当提げて軽き足どり

清水千枝代

鳴かぬいとどが三和土はねては

女性も遂に衆院議長

芳

泰

貞

千

花の雲ウイスキーエ場絵のように

新聞配達上り下りして

マンションは光の館そそり立つ

離乳食たぶ紅き頬っぺた

秤鰄垂︾十弐朋十作串澤︵文音︶
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月の出はいづこの山の辺りかや

秋の扇の馴れし手ざわり

芳

ナゥ読書の秋積ん読多き枕元

きっとくる宇宙旅行の一般化

千

どく

ゥ木犀の香の漂へる道なりき

泰

猿島の猿みんなかけ出す

貞

意気投合しテニスコートへ
焼き捨てん夫に内緒の文の束

かなしき日冬三ヶ月の鋭くて

芳

雛の冠揺れてやまざり

お不動様に一ト臼の餅

千

泰
貞

テレビジョンクイズで当る招待券

ゆらゆら風船塔に沿ひ行く

雀の餌も忘れずに置く
花衣着ては鏡の前に立ち

芳泰貞千泰芳貞芳千泰貞千泰芳千貞芳泰

木島

左折信号はやいめに出し

ナォ雛の座へ赤い鹿の子の帯を締め

みんなして渡れば怖くない浮世
ひとり静かに茶断ち菓子断ち

大安売りのサングラス買う

梅雨明けも無くてこの夏去ってゆき

ハイカラさんでありしわが母

身の錆を隠して町の人気者

夫夫夫み夫み夫み夫み夫み夫み夫みみ

八大津・広野連句会ｖ

村木佐紀夫捌

夫み夫み夫み夫み夫み夫み夫み夫み夫み

佐ふ
紀ゆ

歌仙﹃冷奴﹄
冷奴新人として真シ四角
去年の場所へ吊るす風鈴
旅先の便りに波を写生して

誰りは確か古里のもの

庭下駄の鼻緒のゆるさ居待月

一一一

つき
転勤に転勤っ武く生た活
では
迷路のような裏道を抜け
教会の屋根の十字架後の月

家族揃って鈴虫を聴く

ナゥ酔い加減新酒の味も上々で

油断も隙もならぬ碁仇
仏滅の次ぎは大安組む腕

一枚板の卓の磨かれ

花守は花と話して老いられず

吉野の里の水温むなり

秤鰄垂蓉払朋三十一串壼︵文音︶

−フフ弐一

献立通り萩と薄で

ゥ長き夜を飼主馬鹿の猫自慢
色香のほどは遅れ毛の所為
晩婚の一と日一と日を慈しみ

富山薬もとんと要なし

野球よりＪリーグ観に客走り

店売りますと紙の貼り札
遠つ祖たずねん雪の駅に佇ち

寒のゆるみに山の端の月
ふんわりとちょっと甘めの玉子焼

曽孫の守りに土筆摘みゆく

耳より先に呼んでいる酒
八分なる花の山へと塒烏

村中

八藤沢・藤が谷連句会ｖ

本式表合せ﹃初凪や﹄

初凪や秋谷の浜に千鳥鳴く

中島啓世捌

橋本六三
藤井弘美
橋本満喜

礁に遊ぶ小さき若汐

連衆の傘壽二人に月満ちて

山本八乃子

美

克

壹国

井上哲也
藤田克子
牧岡歌子

風炉の名残の盃の行き交ひ

鐘楼に影を移して蔦紅葉
彼のベンツでお昼寝にゆく
走馬灯逃げてもすぐに捕へらる

変りばんこに茂雄一茂

うぐひ釣る浮きにとどまる花筏

霊ネパール峯に雪ふる

平成五年一月二十日首尾︵於・湘南秋谷藤井宅︶
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八仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃存在を﹄
存在を風にまかせし落葉かな
バス待つ人の粋なマフラー

社わき遊動円木静止して
煙管取り出す行商の婆
霜柱専業主婦に納まらず
氷の微笑からみ合う脚

不安な色が頭畳げる

ナォ春の宵ストラヴィンスキー血逆流

狩野康子

恋の炎にマリオネットの糸を切る

狩野康子捌

秋田てる子

悪魔の衣装しまう屋根裏

熊坂昌子

ナゥ葛根張り城の石垣脅かす

腹重たげな殿様ばつた

封のまま謹呈の本積まれおり
叙勲の沙汰を打診してくる
新酒古酒あげる祝盃月まるく

ひ

垂石よう子

松ノ井洋子

硝子吹く一瞬の技正確に
六角時計今日もねじ捲く
月昇り森の動物眼を覚ます
くれよん書きの相撲番付

て
日自

壺轌蝦一朋什孟串霊︵於・秋田宅︶

鱗きらきら放たれし鮎

秤
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谷田部弓子

ゥ芋茎むく白い指先ささくれて

櫛目きれいに編み込んだ髪

よ

夜明け前には仲直りする

藤村の詩集にはさむラヴレター

リベラリストの顔を塗り分け

七味を添えて饗すあんかけ
ちんどんで早や銀婚の齢なる

よ

て

憧れのいずこに立つも花の山

弓

て

洋

羊が帰る石くれの道

弓

むっちりと菩薩壁画に座します
欠け初めしクリームソーダ月の如

弓

日日

難題仕上げ薄暑愉しむ
売買の論理双方綱引きし
化粧替えして店舗拡大

洋

病癒え京の疏水の花を守り

啼くよ鶯千二百年

昌洋よて洋弓昌よて洋弓よ昌洋て弓よ昌

八仙台・北杜連句塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃梅咲いて﹄

佐藤千枝子

山田史子

狩野康子捌

梅咲いて伎芸天女をまぶしめり

ナォせっかちに羽震わせる巣立烏

観光バスが右にふくらむ
革命の理想は老と潰え去り

雲を喰って骨と皮なる

煙揺らぐ縁切寺の焚火らし

ママドル聖子三寒四温

狩野康子

佐々木嘉宇

合わせ技かけまた捕まえる
連勝に隠れ巨人がにんまりと
イッキイッキで急性アル中

廻り道迷い道して大魚逃げ

友が背にする古き襖絵

コンピューター跡絶え月光そそぐ街

高橋玻斗子

潮騒の過疎の島にも望の月

木田真智子

ぱつけ

おさなどのごと薄氷を踏む

干されし鰯風を誘う

枝

虜になった匂玉の胄

ナゥ浪漫堀る考古学者に毒茸
康

福の神遠い山から舞い込んで

玻

枝

うららに結ぶ夢の通い路

つれだちて揃いの小紋花時分

拝聴誌蓉圭朋二十医甲牽︵於・佐藤宅︶
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椀の蓋とれば蕗の薑の香りして

ワ秋冷に万年床をいつくしみ

史

蟷螂顎を出して動かず

ファイアーマンのグッズおおもて

玻

待った甲斐あって雄々しき胸の内

宇

仮面の口と同じ夏月

康

雪間模様で作を占う

宛名うすれし文殼の束

ひと言が要人なれば国騒ぎ

真

史

真

在りし日のままの机に涙して

若き希望を散らす銃弾

輸入牛肉大盤振るまい

史

ジョーカーにウインクされる巴里祭

子の手を借りて春毛糸巻く

八つあんも熊さんも居て花吹雪

玻真枝史宇玻史枝真宇玻枝史真宇玻枝

か康か千康か千康か千康か千康か子子る

金庫番とて甥を当たらせ

ナォ器にはあらず社長の暮遅し

縄文杉は威風堂々

ブランドはクロコダイルで凝りに凝る

雪原滑る赤ヤッケ追え

臭のくぐもる声の怪しくて

それは困るのモナリザの微笑

身ひとつで嫁にこないか俺のもと

街角の軒にはためく三色旗
首輪ちぎれて迷う犬らし

千康か康千か康千康か千康千か康千か康

ハ仙台・北杜連句塾その三Ｖ

足立かほる捌

佐狩足
藤野立

歌仙亘瞬を﹄
一瞬を飛び退けばほら蕗の薑

揃いのズック鳴らす春寒
蒼く透く出窓に虻のうるさくて

壁飾る絵の少し曲がれる
弓張の月え頑固な指物師

句司苛

法相にとヌめ刺したり月もやせ

題目唱え詣るお会式

ナゥ粧える山に負けじのニューファッション

ブレンド米のおむすびころりん

飢餓の児の直ぐなる瞳思い出し

すゞぐ肌衣に水の温もる
花の下若きが論ず散る美学

遠野の語り詔うら愛か

秤鰄誌唾塾朋十ユ申雷︵於・足立宅︶

一竺竺／−

木の実しぐれに酔うて浅酌
ゥ秋袷まだ肩上げのそのままに

いつもの席に憧れの君

なにくわぬ机下に⑳のゴーサイン

ドーヴァー海峡樽は流れる
大望をぐっと抱えた鰻ならん

初の台詞にあがる椴帳

夏帽子振ればこだまと白い月

並ぶ貴石は多面体なり

レーサーの死を報ずＴＶ
名声とその容は知るものを
何はともあれ喰らう壺焼

旅中ぱ百万石の花万朶

千康か
賀
ほ

八東京・松喜久会ｖ

歌仙﹁秋空﹂
秋空や議員バッジのあざやかさ

新館巨き門の露けき

月影に支へのほしき梨古木

岩崎泉溪捌

師

溪

岩崎泉溪

せ

諸戸せつ子

坑口鎖ざし眠る金鉱

一ォ夢朧八兆円のプロジェクト

聖母像塔上高く輝きて
雲の写真に過す余生か

今落暉見て泳ぐワィキキ

若き日の妻と会ひたる昼寝かな

湧きおこる怒号のうちに法通過
美女のとりなし流すいさかい

急転しわりない仲の二人なり

切通しよりひらけゆく海
鎌倉の大佛照らす月円か
秋刀魚の煙キチン充満

小倉貞師
石川吾村
中島櫟郊
中原刀禰

ニゥ広き部屋持ちたしせめて紅葉窓

今年の冷夏たぐひ稀なる
ゥ友や友シベリヤ上空合掌す
機上の二人小指からませ
空港で望みのホテル申込み
左右に移るたぎっ瀬の音

溪

哲学の師の書の名随眠

︵文音︶

夕桜やさしき風の生まれける
のどかな日々を祈る朝明け

平成五年八月二十三日首

平成六年五月二日尾
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墨をにじませ書き下ろす軸
黒百合は小さき貴婦人高嶺雲

師

賑かにディナー楽しむ仲間たち

村
郊

せ

禰

いっそはやりの新規建替へ
時間曲がり空間歪む世紀なり

せ

人間万事塞翁が馬

師

村

肩肘凝りてそれに腰痛

リールケに似た男行く冬の月
レインボー橋千鳥飛び交ふ
天網は疎にして捕らふ天の声

流れて消えし春の夜の星

花ゆらゆら四挺の琴に酔へるのみ

禰せ溪村郊禰せ溪村郊溪禰郊師村溪師郊

八松山・松山連句協会ｌその一Ｖ

永田獣恥

歌仙﹃初燕﹄

白方筍

永田黙泉捌

清き木の芽をうち仰ぎつつ

嬉々と舞ひ胸毛ま白き初燕

前原四

長戸弥

村上幸ヨ

春眠の夢たち切らるテレビにて
味噌汁の香もほのとただよひ

並み立てる大擬宝珠に月宿る

敬老の日の床に活け華

ゥ悪童が地蔵に供ふ柿の艶

ふと思ひ出す彼の面影

海向いて軽装の娘等ラブコール

日々平安に何事もなく
発熱に冷水浴びる逆治療
旅のプランは飛騨の高山
月涼し足跡つヌく砂の上

超深緑の神樹覆へる

ドラマに夢中留守もりの友

義経の終焉不明﹁炎立つ﹂

花の城天国となり鳩瀞ぶ
霞みて遠き瀬戸の島山

香泉四香泉筍四香筍泉四香筍泉月香子泉

ナォ傘さして石ころ径を春の雨筍
千里も一里好きなみちとて香

我が心鏡に映る青空泉

生真面目な社長ときどき世捨て酒四

背中もはらひ煤払ひ終へ筍

着ぶくれて誘ひ合はせてカラオケへ弥

受身なる吾が技今日も反復す香
見合ひの相手手相気になる四
肩組みつ二人行きつく所まで弥

波に浮き立つ朱き燈台泉
皎々と月はあまねく戦場に香一
草叢あたり鈴虫の鳴く筍豹

ナゥ愛犬と散歩をしつつ秋惜しむ四一

国際競技栄えゆく時泉
豊芦原瑞穂の邦も米不足弥
人住まずなり柱傾き筍

河堤棚びく花を絵にしたく香

︵於・松山市道後友輪荘︶

未来の都市へ放つ風船四

平成六年三月二十日首尾

２

八松山・松山連句協会ｌその二Ｖ

付勝歌仙﹃山茶花﹄
松永静雨捌

地下街出ればつのる凧
大西素

山田久

萩山幸

松永静

引きたてのコーヒーほのと漂ひて

山茶花よ尾張蕉門いまは如何に

かたりことりと緋織る音
井手光
倉本坦

かけ声のみの景気対策

ナォ客寄せにシャボン玉吹くバイト生

剣も柔も自称六段

産土にお百度ふんで神だのみ

碁会所に煤逃げの顔揃ひいて
ポインセチアの彩も鮮やか

今風の家にとまどふ里の親
仕分けに困るこの頃の塵

髪結ひの亭主なんどと見下げられ

悟気こうじて刃物手にする

月光を避けつつ露地を走り抜け

夢みる如き郡郭の声

ナゥ新蕎麦に混ぜる自然薯たっぷりと

能登の七尾の旅は果てなき

埒もなき物を夜店でっかまされ

作者不明の虎の彫刻

幾世経し枝垂桜を撮り終へて
亀鳴くと言ふ季語も古りけり

平成五年十二月十二日首尾︵於・友輪荘︶
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屋上へ月見る人がつぎつぎと

大会近きスポーツの秋

ゥ修復を了へし仁王の爽やかに

変はりばえせぬ政治討論
合図の電話取るに取られず

よそ目には仲睦まじき夫婦とも
今日もまた頭あがらぬ二日酔ひ

苫屋の軒にからむ夕顔

なほも続けるエアロビックス

汐の香に涼しき月の昇りそめ

どの大臣もしどろもどろに

煎餅の味が気になる輸入米

山が笑へば烏も歌ふか

瀬をすぎて又組み直す花筏

久素幸光久幸素幸光素幸久石子之栄子雨

久静石光久静素石幸静石光久素石久静素

八松山・松山連句協会ｌその三Ｖ

歌仙﹃石手寺﹄
石手寺の香煙春の雲となる
ひばりの声の落つる麦畑

寺岡情雨捌

小倉静

寺岡情

井上弥

戒能多

靴蹴り飛ばし天気占ふ

園児等は雛流しにはしゃぎゐて

縁側に月待ち居れば月のつと

ナォみはるかす清盛塚のうららかに弥

舟隠しある海賊の島波
干大根の甘く匂へる多

擦り傷に歯磨ぬってしのぐとか香

須與にして消ゆる運命の時雨虹情
想ひ断ち切ることをためらふ波

添ひ寝する青蚊帳に風そよそよと香

夏野越え来る通ひ妻なり波

ワープロを打てば社内に相手なく情

池の面染めて黄昏るる秋香

月よさに琵琶かき鳴らす浜館多

喜寿の祝に届くからすみ弥

ナゥ政治への不信はつのるばかりにて〃

隠し金庫に隠し金塊多

うっちゃりで又も逃れし土俵際〃

日本列島曇り後雨波

舞扇かざせば花の散りかかり〃

平成五年三月二十一日首尾︵於・道後︑友輪荘︶

猫背伸びする暖かき昼香
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村上幸三

松茸御飯炊きあがる頃

ゥみちのくの泊り重ねる秋の旅

音痴ながらもマイク離さず
それぞれの地酒の味を呑みくらべ

炬燵の中で直すお化粧

抱擁をアップで雪のロケーション

詔ナンバー越ゆる峠路
有明の涼しき月の傾けば
河鹿の笛の澄みしふる里
円高が進み金利が又下り

福祉国家も名ばかりとなる

堤の上で開く草餅

神域の花ぽつぽつと咲き初めて

香弥情波弥多ノノ波情波香弥多香生喜波雨

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃菊人形﹂
松永静雨捌

前原四

永井政

松永静

潮の香運ぶ爽やかな風

弓引いて菊人形の瞳が澄めり
ジョギングの列長々と月の道
戒能多
桑原光

井上和

井上弥

するめの様に﹁味のある﹂方和

ナォ新社員課長の前で畏まり多

待っててねポケットベルが邪魔をする弥

どさりと届く原稿の束光

朝のシャワーを君と浴びたい静
約束は日傘の中にたたみ込み政

静

一面に角栄さんの死を報じ〃
貧乏ゆすり佗びしからずや四
尾根裏の鼠にさへも侮られ光
友と連れ立つ霧のロンドン多

月は黄に彦みて夢の如くなり

テープに取りし龍の声政

ナゥ紙を漉く趣味がこうじてＵターン四

雪女郎などそれは出鱈目多

小走りに駐在さんが巡回し光

五日五日で替はる店番多

花満ちて﹁今尾﹂架橋も着々と和

︵於・松山市市民会館︶

百噂りにロマンはてなき多

平成五年十二月十八日首尾
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サンドイッチを買ひしコンビニ

国産も外車も並ぶ展示会

遊泳禁止︑赤き立札

﹁ら﹂抜き言葉を使ふ若者

ゥ夏枯れと言ふもきびしき不況にて
ヘルメットぬげば可愛ゆき女性騎手

浜松町で降りしアベック
界隅に縁結びてふ社あり
煙突掃除終へし年の瀬
さむざむと月に揺れゐる酒林

ドックフードも馬鹿にならない

長官の座を賭けし発言
大衆の希ひは景気浮揚策

天上天下指せる灌仏

車椅子漕ぎつつ行けば花散りて

弥四多静生多政光和四政静久子喜月子雨

八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃祝はばや﹂
松永静雨捌
松永静

水陽炎の揺るる池の面
井上弥

祝はばや句碑のほとりの百千烏
戒能多

近頃安き電気製品
桑原光

永井政

前原四

ナォ茶畑にラジオ吊るして今日も又

たれ障らぬ下手な民謡

病名の疑心暗鬼をはね飛ばし

野菜たっぷり入りし猪鍋

ここを先途と半目の劫

暖冬の予報はづれて雪となり藤本尚

髪の乱れをそっとかき上げ

時きざむ振子時計がこちこちと

スカイヤードはビルの屋上

出張の夫の留守を幸ひに

香港の街を照らせる月青く
秋思はろけく過ぎし百年

ナゥ子規忌とて末生り糸瓜供へもし

楽山焼きの並ぶ会場

数がもの言ふ嫌な世の中
横向きに歩く他なき蟹の性

咲き盛る花に御ン師を打ち囲み

平成五年四月五日首尾︵於・松山市市民会館︶

人力車行く風はあたたか
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ピカピカの新入生が集まりて
天窓を洩れくる月のまどかなり
杣が秘蔵の﹁ましら酒﹂酌む
ゥ亡き人を偲べば萩のほろほると

献上歴を誇る落雁

石をテーマに議論続出

リストラは何たる意味の事ならん
知事選はやはり与党に分がありて

汗の乳房に触るる汗の手

修復終へし城の内濠
月蒼く野外演奏催され

どちらからともなく誘ふラブホテル

市街化進み消えし古里

匂ひたつ紀の宮様の花将に
不二に向かへば霞棚引く

政弥多政静多四弥四光静四子月子喜生雨

多政尚弥静政多尚政多尚弥静枝多弥静光

八千葉・摩天楼連句会ｖ

歌仙﹁鳶﹄

白きふらここ音もなく揺れ

鳶高く光と風の岬口

ナォ春祭馬で行きたい人ばかりき

貴さまなんて呼ばれ北向く亭
肺癌は神経痛から始まると文

感傷旅行に死者が添乗亭

軒の氷柱をペチャペチャと舐め〃

清貧とはじっとこらへる寒灸櫻岡素子

ポラロイド写真の出来がよすぎたのき

星野石雀捌

堀口みゆき

星野石雀

美少女戦士物思ふてい駿

大欠伸して秋の夕暮〃

恋人は忘れた頃にやってくる素

月今宵いさり火といふ部屋に臥し文一

き

伊沢声心

明石日小文

斎藤龍亭

橋の半ばに放置自転車

ウイスキーボンボンに酔ふ花の蔭

親子で違ふ梨の剥きやう

月さして柱時計のびと止まる

き

平成五年三月十三日首尾
︵於・王潅評姉匡振皿城ヶ島

仮眠より覚めほんに永い日駿

花を待つ永き渚の汐の香に岩田玲子

雨しとど先行く老の放屈癖〃
煙草入れから坐薬こぼれて恵

利休鼠の着物着発つ素

ナゥこの島はいつか来た島城ヶ島文一

下戸集って新酒利き酒素弧

ゥ小鳥網お化け屋敷の奥座敷

古宇

恵

夫に代って烈婦見参

今更のこととは知れど身の火照り

齋藤徳治
木村駿
き

古宇

鮪船とてひととせの留守
六曲の屏風に隠れ何歎く
毒盃を手に顔を見合はす

き

治

月涼しバルコニーには黒猫が

発禁本を回し読む夏

恵

一巨宇

治

教会を過ぎマラソンの中継地

僻地へやられ丸腰にされ
一の木戸忽ち陥ちて梅薫る
田螺鳴くかも鳴かないのかも

２

ハ神戸・摩耶連句会ｖ

歌仙﹃秋深し﹄

ナォ老いらくの恋と云うには淡すぎて

未亡人たち元気はつらつ

冬の蔦早ほの赤き芽をもちて
また議事がのび空転となり

寒の鴉が高笑いする

噴き出して止めるすべなき水道管

佐野千遊

その昔そんな映画もあったよな

佐野千遊捌

間遠となれるこおろぎの声

秋深し遺跡といえど石一つ
長鴫あっし

櫓田の登りとなりて山城へ

開け放ちたる本堂の露

月代にシンセサイザー鳴り響き

伝言板の粋な絵言葉

岩井魚水

寄木細工の色なっかしぐ

遊

月の出に長編ものを読みさして

水

湧き水も商品となり売り出され

緑豊かな陰たのもしき

し

水
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し

ローカル線に地酒傾け

遊

松鶴の図の伊万里大皿

深閑と森林組合直営店
ゥ川光る雪野は遠く暮れかかり

遊

あと継ぎもなき茶畑を守る
ナゥ木版の医書秘蔵する海鼠壁

顔も気立ても違う姉妹

港夜明けのコーヒーの味

船箪笥隠し抽出見つかりし

命あり花ある旅に連れ立たん

秤鰄垂蓉十卦朋二十唖甲霊︵文音︶

浅瀬を走る若鮎の影

し

遊

水

杉木立深きに蝉の鳴き競い

水

入道雲湧くゼミの合宿

弥陀を信じてお婆逝きけり
伝わりし味かみしめる京菜漬

し

遊

トランプとラブにかけては強かで

かもめのどかにゆれて流れる

水

し

言葉出ぬ病となりて月と花
かくれ里にも便りうれしき

水遊し水遊し水し遊水し遊水し遊水し遊

ハ愛知・三河連句会ｖ

歌仙﹃春の野﹄
春の野に寝てしまいたる太郎かな

旅の行李に残る草餅

目の開きし仔猫は牡の三毛ならむ

河合塾へと通い始めし

ナォ陽炎の空にぽっかり飛行船

同棲中の髭男おり

胸元もあらわな美人講師なる

ほろほるの雪眼癒せる浜の宿

宮下太郎捌

鮫鰊鍋のたぎり立つなり

二つに割れし練馬大根

交わりし人魚の股間艶めいて
宮下太郎
斎藤吾朗

金次郎報徳会に馳け参じ

凶作という日本の秋

ナゥどぶろくを回しのみする異邦人

色づき初めし鷹の爪あり

南の国をとうに忘れて
今昔シンハラ王朝月に景

サーカスは明日が初日の象の鳴く

太
五口

五口

太

太

五十の坂をいつか越えたる

花吹雪お堀の鯉も花色に
雲雀の声の何か嬉しげ

秤鰔極辱州藷詰申霊︵文音︶
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天眼鏡に蚤がもぞもぞ

夏館凌霄かづら這いのぼり
まだ明るみの残る手花火

︵五門退娠︶五口

五口

太

ムーミン谷に個展開ける

手探りに注意深くと思えども

太

きらりと光る銀の答

ゥ逢初めは五条の橋の快にて

夢のごと森と泉にかこまれて

太
五口

太
五口

太
五口

りぅ

執

五口

今浦島はお米とぎつつ
夕月に子供のぼれる大榎

すべって落ちし法師蝉なり

石清水八幡宮の爽やかに

力自慢が投げる堅磐

古事記に記す貝寄風の丘

銅鐸のじゃらりと鳴れる花明り

ヘ

カス

より

筆吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾太吾

八東京・未来図連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃伎楽面﹂
原田千町捌

と

淑

ゆ

宙心

淑

宙心

ゆ

淑

″

シ﹂

″

声心

ゆ

町淑子

紅露ゆき子
延平い〃︑と

原田千町

待ちに待ちたる観月の宴
爽涼の新しき橋渡るらん
須賀一宙心

菊の香や笑みおほどかに伎楽面

きんこんかんと鐘ひびく街

イグァナの青緑蔭に追ふ

デザイン賞受けしと社より知らされて

ワ遠き雷俊寛島に置き去りに
みづくきのあとうるはしき文
ナルシストばかりで恋のもどかしき

ゴシップ好きのテレビタレント

警察の付いて町長再選挙
狐鳴く野を夕べ横切る
冴ゆる月金堂の扉を洩る灯影

西鶴死して吝晉は美徳に
行列の背広は定価五千円
オペラ絶唱イヤホーンより

電動の水車に懸かる花筏

菜飯しつらへ客を呼ぶ僧

奏付固く力士髪結ふゆ

ナォ舂暁の夢に会ひたる父母若し恵

秒読みの宇宙ロケット直角にと

蚊喰烏にもちょっと挨拶淑

素粒子論を聞きかじりたる〃
妖怪の鬼太郎が来る夏の夜ゆ

甸奴の王に奪はれてゆくゆ

長城を越えたる先は未知の国と

火の酒を口移しして忍び事淑

ミニスカートの膝が冷えきり恵
句に添へる一筆描きの望の月と

解けし芒は忘却のいろ恵
ナゥ裸馬走らせる子よ牧閉ざすゆ
家訓とはなす文武両道淑

柏手を打てばこだまの返りくる恵

昔さぞやの粋な老友淑

花吹雪下天のひと日過ぎにけり町

平成五年十一月四日首尾︵於・神宮前区民会館︶

朧にけぶる九十九里浜と

−237−

八東京・未来図連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃水照るや﹂
やと

水照るや紅葉の谷戸の話し声

原田千町捌

幸喜美恵子

猪瀬侃勇
原田千町
内田公子

竹田登代子

羊葵厚くのせる角皿

緑川美世子

薄雲まとふ昼の半月

穴から覗く砂浜の蟹

もつそりと居る窓際の席

ナォ弥生尽太極拳で弧を描く
ハーブいろいろ育つ菜園
出てもすぐ返本される新刊害春原順

ョツトから何と大きな投げキッス

右脳左脳は別の働き

妻と書き込み内密の旅
襟元のきりりと女狂言師

守衛の独りすする鍋焼

ウイルスに汚染されたるコンピューター

勇

ナゥ神祭りして鮭網を引くアイヌ

庭のまたたび晄惚の猫

月に聴く故郷の父母のこと
野中広司
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美術展タピストリーを掛け終えて
独り子のひとり遊びのおままごと

橋斜の街に僧を見送る

通信販売残高が気に

担ぎ出されし百畳の凧

肩探みの椅子に終日座りきり

七重八重花九重に咲き盛る

平成五年十月十二日首尾︵於・殿ケ谷戸公園︶

春の名残に琴の連弾

公

登

世

代

司

宙心

ゥ啄木の歌懐かしき夏の宵
ローマへと００１でラブコール

東港の沖沈む核廃

すぐ取り戻す会長の顔
泣き虫が出世頭の同窓生

寒月に極地の原野青白し
体重計のひと回りする

勇

宙心

司

理科室のフラスコで酒混ぜ合はす

あほ−あほ−と烏飛び交ふ

″

誰彼も夢まぼろしに花の山

雲天に消ゆ孔子一行

公町登勇登恵登公勇恵順登順恵勇子〃公

八松山・夢茶グループｖ

歌仙﹃冷一屋
鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

ナォ雲雀笛吹く姉妹の手をつなぎ黒田耕三

古布集め作る前掛夢

なにゃかや御飯ン栫へ忙しく奈

催しごとの噂広まる洞
鮎焼く煙あたり漂ふ三

流し来る新内流し床凉み夢

こめかみに膏薬を貼りふてくされ洞

冷房や緑の蔓の揺れ続く
蛍の籠をいつくしむ部屋
井門可奈女

今夜こそ放さないわとしがみつき三

美しき帯愛らし浴衣着る子ゐて

秤

︵於・松山市大街道︑夢茶︶

壷轌叱朋士一叩雷︵出勝︶

白帆を掠めゆく遅れ雁夢

源平合戦絵馬の鮮やか三
樵眠の筆の勢極まりて洞
夢の中から弥勒あらはれ奈
橋架る島から花の雲昇る三

ナゥ短冊を結び捨てたる萩の寺夢

濁り酒なめ耽ける思ひ出洞

月繊くムーミンの歌聞えたり奈

奪ひあふ品バーゲン目玉夢

彼の電話に声の弾める奈

中出夢女
倉本淑女

は

熱き番茶に間ダ置きたる

洞

芒のなびく一面の原

奉示

大いなる月仰ぎゐる露天風呂

夢
淑

ゥ盆仕度あれこれ母の仕切りして

宅配の品カード秘めゐる

奉示

児玉凡松

無軌道走る恋無限なり

宙に浮くリニャモーター逃避行

夢

凡

洞

豊島呑烏

入院の窓より眺む東つる月
溶けかかりたる雪像の鼻

呑

ヤバイ話に遁げを打ち居る
雅子様朝賀の礼のお出ましに

淑

週刊誌賑はす秘書のスッパ抜き

テレビの前で過す休日

凡

呑

場所取りの莫産敷きつめし花の下

西行紀伊へ旅弥生尽
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八東京・目黒連句会ｖ

歌仙﹃初秋﹂
初秋の豆となりたるえんじゅかな

蜻蛉飛びかう陸橋の上

三里のお灸跡を見せあい

ナォすれ違う遍路それぞれ国誰

火星で暮らす未来小説

ＵＦＯ銀に輝き飛びてゆく
宮下太郎捌

香水を身にまとう妻謎めいて
虞美人草は散りやすきもの

八十翁足のたしかに

刃こぼれしたる伝家宝刀
綱舘謡がかりに溌の冴え

現し世の弁天様かはた天女

渡辺まさ子

今井米子
草野富代
佐々木展子

金木犀のふっと匂える

大満月冷やで飲むくし純米酒

ナゥ改修の済みたる川に鴨の来て

上野さっき

米

渡辺博
福田房江
さ

展
房

太

下

−︶
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揺り椅子をゆすりておれば月のぼり

お茶を一服いかがですかと
遠青嶺ひとひらの雲魚に似る
涼しき風に立てるカンバス
ワ山と積む愛読の本皆売りて
君待つ宿へトランクを下げ

駈落ちも昔語りに裏長屋

コクトー展へやや寒の顔
珈琲を挽く音がっと一瞬に
見知らぬ猫が庭を横切る
ま

一邑

土産物屋の高き呼び声

平成五年九月十四日首

藍大島の槌せししあわせ
鎌倉のお堂めぐりの旅程表
凍て月に景気なかなか上向かず

米

平成五年十一月二十三日尾

花の旅日本列島贄沢に
飛機の真下に点る春灯

雪道を行くホームレスあり

房

博

︵趣晉中匪詩璋函砠毬

父母の笑みいつも変わらぬ

半世紀戦火が閉じるイスラエル

ま

一邑

故郷の山を訪ねて花万朶
背な暖かき路線バスなり

宮

太展ま富房博米太さ展ま富房博米郎さ展

八横浜・璃沙連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃菜の花畑﹄
はたて

歓声をあげ田螺とる子等

菜の花の畑の端手の富士の山
春場所の晶眉力士にちよと触れて
撮り切りカメラはやも撮り切り

つくばひのさざ波光る小望月

長ひとし捌
小張昭一

ナォ遠足の先生孫を伴ひて
ふっと変へたる散策の道

危難救ふて愛される身に

つけられてゐるかもしれぬ忍び逢ひ

会者定離説く宿の短夜

かき氷みるみるとけて只の水

大正浪漫自由万歳

懐しきセピア写真を取り出し

みちのくに早くも冬の訪れが
こわれぬように捧ぐ綿菓子

ナゥ店先に猪を吊して客を呼ぶ

がんじがらめに蔦の生ひたる

佃島高層ビルに月かくれ
し

長ひとし
石井瓢士
橋本閑滴
栖原湘洋

ゥはららごをひと粒づつのひとり酒

士
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青瓢箪のぶらりぶらりと
リクルートとは人士登用
横坐りこぼるる裾の膝頭

洋

滴

蓉睡誌舜垂朋一一粁孟叩露︵文音︶

落石注意はやす松蝉

花万朶寮歌放吟酔ひ痴れて

街角は芝居帰りのさんざめき
銀座通りに群れるタクシー

やつと離るる大病の床

炬燵に燃ゆるかりそめの恋

し

夜鷹蕎麦らしきチャルメラ遠くより

嫌気さしたか肥後の殿様

洋

滴

士

し

士

大天守懸魚あざやかに夏の月
夜の町にもサングラスかけ

児の拾ひきし仔猫引きとる

げぎよ

浮世とはかくなるものと達観し

忘られし騎馬人形に花の雨

西湖のほとり朝燕飛ぶ

士洋滴士し一洋滴士し一洋滴士し一洋滴

八横浜・璃沙連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃屠蘇﹂
戸谷是公捌

川合万里子

長ひとし
戸谷是公
し

老猫に屠蘇の雫を領ちけり
またたびの実も喰積の隅

雪解道を行き交へる人

ほっほっと紅梅軒に咲きそめて

子

ナォ清明のおいてけ堀に残る竿
癩を起して医者へ駈け込む

だんだんに登校拒否がひどくなり

悴みながら探す胴巻

塀に落書へへののもへじ
三つ四つ狐火とぽる闇峠

夫婦で仕組む妖しげな芸

この節は商売替もままならず

はじめての女装出勤銀座へと

ナゥ鬼の子にうまいアイデア教へられ

実験の鯉跳んで朝寒

大凶の薮ここで引くとは
宇宙船不時着したる月世界
し

公

子

球形の野辺忘れ水縫ふ

ゆっくり急ぐ年寄の知慧
聞き役の田舎神父の目に涙

蜂となり花前線を追ひ行かむ

し

公
子

︵文音︶
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あれ見よと指さす方に月おぼろ

ピアノソナタの緩徐楽章
ゥ会報の原稿催促矢のごとく
ポケベル鳴るは恋の連絡
カルメンもかくやと派手な誘ひぶり

公

見沼田んぼに初蛍舞ふ

し

浴衣着て週休二日目のゆとり

昼酒の酔顔に出ました

平成五年一月二十八日首
平成五年五月二十八日尾

北窓開き口遊む詩

下り月不入りが続く芝居小屋

子

公

子

し

公

くるりと変る台風の向き

ほどよき生計けふもあしたも

威勢よく掛声合せ鰯引

太線香のくゆる彼岸会

花守の家祖は平氏と語り継ぎ

子公し子公し子公し子公し子公し子公し

八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

ナォ留守宅に寸借サギ師あらわれて臼井久子

隣席の新婚いつも手をつなぎ久

歌仙﹃凧や﹄

昔を偲び旅に出で立っ亮

母のお手前おうすいただき時
坪庭に美の世界みる夢うつぁ久

福島新吾

磯直道捌

凧や一燈頼み歩み来し
磯直道

雨くるも襯裸とりこむ景はなくた

涙拭えぱ香る木犀楊

送り来ていざよう月の美しき美

新空港のビルそびえたち亮

国務かたわら三人出産〃

風邪気にうまきオニオンスープ〃

色さまざまに木の葉舞いたる
内田たづ
今井楊

ロンドンの冬枯のなか虚子の句碑時

しんと静まる大館にて

新

襖絵は巨匠の作と伝えられ
さしかわす盃ごとに月の影

井口日日一見

福島時子

雁啼いて秋の更けゆく

ゥ柳散る川に友禅流す加賀

大正もはや遠くになりて美

ナゥ文化の日叙勲の恩師車椅子時
野坂民子

新聞にまず目走らす死亡記事橋川純子

楊

挨拶の女将の白き細うなじ

矢口美穂子

能舞台ある山峡の宿

バイリンガルで恋を語りし

秤轆型軒十一一朋什至印雷︵於・福島宅︶

かぎろいの中立つ老学徒美

花吹雪追いて鼻緒のゆるびたる民

厨の浅鯏かそけくも鳴く時
た

美

かつぎ手をやっと集めてゆく神輿

赤きサルビアタ月にゆれ

た

民

道づくりポト派にらみっ悪戦す

集まる子等のきれいな瞳

″

楊

民

時

茶店に並ぶ草餅の皿

大わらじかけて山門春ぽこり

域趾に哀史とヌめて花万朶
日課に登る石のきざはし

−243−

八東京・葉門連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁月天心﹄
月天心回りっ貫ける観覧車

金波さヌめく秋の海原

磯直道捌

ナォ試歩の父一足ごとにはげまさる

五十年前銃をとりしか
人間はみな兄弟と写真展
さまざま変る噴水の色

片蔭に抱きあいし影動かずに

書き割りの松さえざえとえがかれて

恋の道ゆき越える箱根路

矢口美穂子

今井楊

かわゆきはほほにつけたるご飯粒

バカラについだ赤のヌーボー橋川純

大きく跳ねる天丼の海老

福島時子
野坂民子
民

十二夜の沙翁は如何に十三夜高山佳

蜜柑畑段々ごとに色づきて

良く透る声石けりの子等
雨上り団地の窓は傘の花

福島新吾

秤鰔極轌乱朋一一什泗明誇︵於・福島宅︶

群れ長きまシ渡る引鶴

ガラス玉ダイヤの如く輝きて
北窓開けて書架のなつかし
建て替り住み替りなお花一樹

亡命貴族骨董を売る

ナゥ坂道を登りつめれば風見難

遠き霧笛の鳴りやまぬ街

水ようかんに話はずめる

楊

″

新

ゥ蝉しぐれき易っ蚤集う寺の縁

名主の土蔵今宵破らん

ここまではゼネコン各社提供で

亮

時

新

井口昌亮

聖夜の祷り月の教会

北方四島いつの日にゃら
風立ちて大はし鴉海をこえ
さめざめと泣く人妻にショールかけ

新

″

時
楊

臼井久子

百才の新内きかす文弥さん
春の日差しは座敷に長く

どうしてこうも色事にまめ

舞い落ちる花をめざして跳ぶ仔猫

草焼く匂いここまで流れ
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ノノ楊時〃新時

久〃時楊久楊時子子時美〃

八東京・葉門連句会その三Ｖ

歌仙﹁春陰や﹄

値千金飛花惜しむなし

磯直道捌

私が勝ちと﹁きんさん﹂が言い

ナォ抜きんでて出世頭は誰ならん

離婚記念に羽根ぶとん買う

女性史も書き替えられる時至り

冬バラを部屋に飾りてあげる盃
バカラグラスの透き通りたる

狂王といわれし王の城夢幻

春陰や能楽堂の鼓の音
今井楊
臼井久子
内田たづ

地の揺らぎ海逆巻きて島襲う
久

いたずら息子拝む神棚

ナゥ古九谷の壺をこわしてはりあわせ

静けさしみる鐘叩き鳴く
月の影木地師の低き軒の先

森を枯らせる酸性の雨

楊

福島時子
井口昌亮

バイク馳せ日本縦断こころざし

竹ぼうき仔猫せわしくじゃれっきて

厨に充る赤飯の湯気
矢口美穂子

今思い出す古き馬子唄

楊

ゥ仲秋の木曽路の旅の妻籠宿

鈴虫りりと声はりあげる
嫁ぎ来し義姉となる女美しく

福島新吾

北窓開き山を眺むる

蓉廻朋二廿壼叩蕾︵於・福島宅︶

よ︾﹂学ワ
挟をひらと返す強つ東
風

秤鰄
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肩うすき米寿の父と月を賞で

三年たつうち甥姪五人

た

直衣着て花盗人の歩み行く

た

時

夜目にも白き大輪の菊

英語塾親の期待もほどほどに

楊

サッカー場にのぼる夏月
遠花火消えて川面に風渡り
役者看板あがる歌舞伎座

新

橋川純子

時

野坂民子

杖つきてとぼとぼとゆく医者通い

よい白子干買うをおごりと

荒れ寺の枝垂桜を一人占め
池にひきめく蛸糾の大群

純美民時楊民新民新美楊美た楊久時新楊

八船橋．よみうり文化センタ−Ｖ

歌仙﹁花八シ手﹄
花八シ手神田は古き本の町

今泉宇涯捌

勝田みつ子

″

今泉字涯
斎藤一灯

み

ビルの谷間を昇るオリオン

焼栗の香を小脇にかかえ

父そっくりの声に振り向く
密命を帯びて発ちたる十三夜

″

灯

ウドライャーの生ぬるき風鶚来る

灯

ぼやきつつ宝くじ買う列にいて

おいてけ堀に近く住まいて

夕日中犬と散歩のミス候補

灯

高橋令子
大春友子

口尖らせてセレナーデ吹く
火と燃えし一夜の情忘れかね
電話のベルにはかなき期待

友
︿祠

み

ぽつかりとうそぶき顔の夏の月

幾度かわる噴水の色

灯

宇

反自民・非自民・また非非自民

土が匂うて雑草生うる

︿祠

斉藤笑美子

つまみの目刺買うを忘れて

還歴のクラス会なり花の中

ナォうつうつと酔心地なる春の風邪友

閉店したる不況下の店宇

長男が姿くらまし早や三月〃
登校拒否かいじめが因か〃

刃光らせ寒鯉料る友

サーカスを天井高く追う吐息令

残る火照りに掻き合す襟灯

返盃の手も小きざみに震えつつ〃

しんしんと二人を閉ざす真夜の雪友

湖に小さく水輪ひろがる令
戦友の墓参果して月さやか灯一

朝戸出の背に威銃鳴り友妬
ナゥおにぎりは心づくしの茸飯灯一
幼稚園児の初めての旅宇
黒一点となりて旗振る灯

付添いが主客転倒大令

花の雲山めぐらせて日の暮れて宇

平成五年十二月三日首

ネオンに映えてはねる若鮎灯

︵於・よみうり文化センター京葉︶

平成六年三月四日尾

２

八西宮・れぎおんｌその壹ｖ

艀蜥尻取り﹃コスモス﹄
窪田薫捌

ロングセラーの夢先走り

前田亜

的井健

ナォ追跡はやさしい右翼憂國論

知りつつもシャネルの蓋を閉め忘れ

擦れ違ひたる白いスカート

前田圭衛子

とんでもない妄想とても暹しく

ナゥ後の世の末の色烏槌せるなよ
よそ見しながら酒呑みました

小野小町の里はすすき野

詩句に紡いで立秋に編み

窪田薫
式田和子

の網の目をするりとくぐる桂男の

狩野康子
足立かほる

佐藤千賀子

唐風なりし風紋の砂

山元志津香

圭

シタールが年歩むのに似合ふから
杉浦清志

〃素直にも花房くぐる玄宗帝

弥

薫
河村まさあき

停戦だよとシャボン玉吹き

Ｋ兜・皿

千

蓉燕証蓉珂朋三執申雷︵文音︶
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き弥朗圭

る康千薫

志弥聿

コスモスの平均水位は僧の薄墨
みごとに咲けりみちのべの萩
Ｊ銀やんま月にきらりと光りゐて

手下三人さっと駆けつけ
競實の傾ぐ斜塔は御安泰

貸借表を燃やす狐火

ゥ畝傍雄々し天香具山雪降れり
リンダ寒くて感もできない
泣いたりはしないと染めてをりぬ髪

紙屑篭にひそむ拳銃

十字架に許し許され春うらら
ラララ悪魔の試験落っこち
〃散りぬるを我が世に誰ぞ花ならむ

ラムチョップ食ひ元氣ある奴

和志康る

八西宮・れぎおんｌその試ｖ

艀蛎尻取り﹃赤勝て﹄
窪田薫捌

ナォヤク絡み贈賄絡み鬼ごっこ

レテって何虚だったつけ？忘却

氷いちごが少しこぼれた
對岸の爽竹桃に魅入られて

三和妙

前田亜

窪田薫
式田和子
狩野康子

妙

墨作二郎

河村まさあき

杉浦清志

薫

Ｋ兜・皿

圭

コールドウォーも遂に終焉

山元志津香

蓉鰔極辱珂朋二十切明電︵文音︶

ウエンドレステープに花の宴の曲
巨躯をひきずる旅ののどかな

太刀捌き鮮やかなれば身も凍る

剃るにためらふ霧雨の寺

の垂乳根の母にそむいて月細る

猿の囮は美姫にしました

クリヤ−すやったねマンデラ大統領

の興國の民ゆったりと望月に

足立かほる

ナゥ螺旋にてたくらみ續く鯖の飢

赤勝てとワインは赤を紅葉狩り

二枚舌にはころり編され

佐藤千賀子

リネン袋に集む蜂の仔

曝貝を散りぱめし濱ヴァイオリン

燗々たる眼の悟空舞ひ立ち

ゥ昨日から感冒の生徒が増え出して

る

士心

薫

指定の場所へショールひらひら

千

林間兎跳んでくる雪

ターキー困ってぱっと豹愛

來世までご一緒したいとラヴレター

康

前田圭衛子

和

士心

〃へんてつもない丘を花埋め壼くし

釧路の春は遅い春です

溶岩ドームマグマ侯爵

据風呂をのんびりと炊く雁供養
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薫き弥子

圭る康千

ハ横浜・連句愛好会ｌその一Ｖ

皇太子妃決定を祝う

歌仙﹃初空
に﹄

初空に舞いたつ鶴や日の光
淑気みなぎる御所の庭内

春の愁いも深かりし頃

朝東風に古きアルバム取り出して

この頃眼鏡忘れがちなる

ナォ大島のみえるあたりも海かすむ

またも売出すリゾート広告

割引セールの旗がひらひら

折込の勿体ない程豪華版

冬物を冬の終りに安く買う
風邪ひき直す寒明ヶの後

ガールフレンド背ナにはりつく

深夜族単車の音をごうごうと

ものまね上手もときに重宝

此の頃は腹に子供をおんぶして

秋潮に乗るサーフィンの色

月真上五重の塔の影ちぢむ

ナゥ錦繍の山をめぐりて古都の旅

栗鼠の大樹の下で休もう
村の道みな舗装され車くる

皇太子妃が決定の報
絢燗と平成五年花の春

平成五年五月九日首尾

うららに晴れる今日の好日
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月おぼろ追憶の日々皆おぼろ
ゥ晩酌をふやすひとりの気安さに

信号待つ間ふともらす恋
歩き方憧れの人によく似てる

大盛そばで評判の店
炎昼の街長々と人の列
祭太鼓の音に誘はれ

異国船入りくる港十三夜
天高々とクレーンの腕
川昏れるどこからとなく虫の声

もたれ慣れたる家の脇息
花莚長者は座布団厚く敷き
土地の名産わかさぎの膳

正美
寿恵

柴柴
崎崎

正美正美正美正美正美正美正美正美郎子

美正美正美正美正美正美正美正美正美正

八横浜・連句愛好会ｌその二Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃着ぶくれて﹄
着ぶくれて湖を見たさの身ごしらえ

無人駅より乗りし鴨打

とびとびにマンションの窓灯りいて

越ひかり食ういくさなき国

ナォ春嵐ジェット機ゆれて旅了る

住居も人も隙間風吹く

税制はまたも弱者を直撃す

赤い手箱に秘めし恋文

かなの美をふんだんに見る冬の館

ともに夢みて終の住家に

楽しさは動かぬ時計持つ人と

防空濠も遠き日のこと

数寄屋橋た武碑となりて摩天街

ワールドカップ敗戦の男月に突く

まなこ血ばしり長き夜となる

ナゥ秋刀魚消え仔猫にとがのありやなし

船かえりくる朝風の海

友訪えば昔なっかし築地松
かすむ川土手銀輪のゆく
花の枝かざす阿國の足拍子

平成五年十二月七日首

夜の宴に迷い来る蝶

︵於・評詑曄卦融逢弔叫藪雪ク︶

平成五年十一月十一日尾
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円高不況空部屋のふえ
年若き師匠の白髪月明し

子里恵緒子子捌
愛千操富美房睦文眞子子

沈む思いに落葉ふみゆく
ゥ雨やみていよいよ澄みぬ虫の声

街のはずれの屋台わびしき

Ｊリーグ彼女に捧ぐ逆転打

深夜の帰宅話弾めば

抱き合う二人サポーター席
スター追う娘は母に叱られて

草茂る中忘れ墓あり

古池に亀の子遊ぶ宵の月
気にかシること失せて熟睡

新館の広き湯舟の高ぱなし
旧家跡ピルの谷間の花吹雪
お稲荷さんに積もる淡雪

西高石栗目中岡岩佐石
野橋田原次村本佐藤佐
愛千
富美房睦文眞文
代操
理子
山

操愛千富美房睦文眞愛千操富美房睦文眞

八横浜・連句愛好会ｌその三Ｖ
俳画︵画略︶

歌仙﹃老鶯
老鶯のこだま返しや美保関

磯釣りの人薫風の中

客の来ぬ店の主の居眠りて
観光バスはガラ空きのま畠

手土産に束ねし野菜月明り
そこはかとなく香る木犀

嫁ぎゆく娘に贈る歌詠む

ゥいかるがの旅立つ燕見送りぬ

はためくは逢瀬の森の大漁旗

雨うらめしき九回の裏

揃いの帽子枝にかけられ
ポール蹴る打吹山の父子孫
寒月のとぎすまされて救急車

頬杖ついて一人文読む

普門院の鐘雪のかき消す
愛犬の声き蚤ながら厨ごと
高速道満開の花見おろして
ループの橋に霞たなびく

岩佐文子捌

睦

岡本睦緒
栗原富子
岩佐文子
津田昭子
福田典子
石田操
目次美里
中村房恵

曲︿

西野愛子

一邑

文
昭
美

操

睦

房

みどり児さらふ産院の怪

ナォカンボジア村は火を吹く春ニュース

ダイエットダイヤ円高世は平和

ひづめの音に馬券紙くづ
夏座敷卒寿の翁とさし向ひ

蝿達者で朝草を刈る

杉木立二人の影のうごかざる

ポケットベルの不意に鳴り出す

はなやかに赤いブラウス神詣で

昔なつかし綿飴を買う

月落ちて眠りに入りぬ鬼瓦
やり戸の陰に迷い来る虫

荒れし城祉に声もなく立つ

ナゥ吾亦紅もられし部屋に招かれて

興亡の昔語らず河流る

桜うぐいの群のひしめく
命かけし終焉の美の花吹雪
漁夫の休日海のどかなり

平成五年五月十二日首尾︵於・美保関町岬荘︶
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の
G＝＝

富文睦房美操愛昭文富房睦操美昭文富愛

八横浜・連句愛好会︵高槻部会︶ｌその四Ｖ

歌仙﹃天体の﹄
天体の動きで移る彼岸かな

語りべかこむ朧夜の月

木の芽和え分厚き鉢に盛りつけて

今日あたり来る碁敵を待つ

中野ルッコ

中野桐風

桐

福島桂子
見附波照
長尾信子

絶壁かすめ岩燕翔ぶ

桂

浜風の通り抜けたる夏座敷
ゥ長すぎる玩具の刀ふりまわし

信
ル

ふり分け髪の手をつなぐ仲
ナナハンの遠出揃いのヘルメット

信

桐

波

机に向い鈴虫を聴く

桂

西域の月もかくやと澄み渡り

信

波

カーブミラーは何もかも知り

馬上盃酌む高原の秋

桐

いつかまた峠を越えてあすなろう

軒並に地価の下りし別荘地

ル

波

人の気無くて崩る石垣

咲く花を写して小町化粧の井
うっらうつらとねむき舂昼

ナォ床上げの祝いの膳に鯛を据え桂
じゃんけんぼんはもうお終いに信
この頃はポケットベルで車を呼び桐

雲海の下オーボエを吹くル
浴衣着て博覧強記熊楠翁波
鎮守の杜に木霊棲むらん桂
髪長き女のさせる傘の内信

われを忘れて抱き寄せる肩桐

妻となりほうずき市の賑わいにル

箒を持ちし案山子傾むく信

まなうらにある若き父母桐

月見ると湖上を滑る外輪船桂

点景となる赤き外套桂

ナゥ雪積んで小さき家の煙出し信

風見鶏立つうららかな街波

招待状持ちて画廊をさがしおり信

遙かにかすむ島二つ三つル

レトロバスゆっくり走る花岬桐

秤鰄垂蓉睾朋二粁酎串霊︵於・高槻真上公民館︶
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八仙台・連句会冒どｌその一Ｖ

歌仙﹁佑樫うや﹄

伊藤鈍子
伊藤南三

萱場健之捌

第四コーナー舞う春挨
鈍

祐裡うや天国地獄夕朧
母子草移動図書館巡り来て

秋

三上秋桜
宮腰滝

銀河鉄道終着駅に

滝

所在なさそに猫あくびする
宇宙から梅ぼしなめて月眺め
ゥ秋のローマあああの人も老けちゃった

鈍

秋

若生芥子

南

蓬田まるき

秋

高橋径子
山田敦子
佐藤無風

鈍

高橋太郎

恋の思案をたたむ折鶴

きんとうん

あるまじく野暮な男とミス宮城
ナイトキャップに養命酒のむ
小遣いをやらねばならぬ孫五十

助斗雲にて逃げ足疾し
んちくしよう
夏の月嘘疵にして金こ竹
小
麻一○○％汗じみ拡がり
山路来てなにやらゆかし風の筋

口笛吹けばいつも犬来る
花うけて赤児の眠る乳母車
だらだら坂を蝶が横切る

天は二物も三物も賜う南

ナォ謝恩会髪型だけはプリンセス滝

飽食に飢餓と戦禍とフロンガス芥

チャンネルはすぐ江戸時代になり南

写楽の顔吾に似ている雪の井戸太

日めくり暦残り七枚芥

婚おそき娘がふえ経済大国に南
じれつたいなあいつまで友達敦

セクハラと思われたって頑張るか無

資生堂からポーラに変える〃
疲れ目に花王石鹸のような月南
アンコールワット秋の夕暮滝

ナゥ野分めく水がめを抱く若き母敦

シャッターチャンスグラビア０．Ｋ無
見得切って飛び出しましたあの世界敦

遠くの山の雪形も消え太

朝餉ときおり駅そばを喰べ太
この先は二キロの表示花名所滝

︵於・エルパーク仙台・セミナー室︶

平成四年十一月十六日首
平成五年六月二十八日尾
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ハ仙台・連句会﹁恩﹂ｌその二Ｖ

歌仙﹃あじさいの﹄
萱場健之捌

伊藤南三
伊藤鈍子
高橋太郎
若生芥子

あじさいの風七谷を渡りけり
でんでん虫の歩みゆるやか

老舗の倉庫今生き返る

まん丸いお盆のようなお月さま

雨あがりジャズコンサートの夜が更けて

佐藤無風

なつかしの小倉の街に君を待つ

芥

南

山田敦子
宮脇滝

″

″

赤子の誕生萩の咲く頃

ワ秋祭りたまに着物を着てみたい

恨みぞ深き和菓子のあんこ

乱れ太鼓に込めたる想い
駐車禁レッカー移動か愛車なし

太
敦

ペロリと舌を出して逃げ犬

酔客の挨拶ながし寒の月

芥

鉦小

太

芥

滝

凍雲がっちり裾をつかまえ
おみ腰を上げる気配かロの首脳
二度あることは三度あるもの

ホームラン九回裏で花吹雪
早稲田の森は風も眩しく

名画続々衛星放送敦

ナォうきうきと春の帽子を一つ買う高橋径子

自転車の泥棒をして靴みがき芥
野良猫の尿して陸橋のぼる太

﹁自由時間﹂顔にのせきく蝉時雨鈍

夏痩せ知らずいつもＬ判芥

影ぽうしだんだんのびる帰り道〃
まだ早過ぎると父は言うけど滝

これがまあ触ってごらん孫ですよ南

保険屋がくる粗品片手に太

今や不作で涙ぽろぽろ太

三日月に化粧石鹸笑ってる無

居留守使って必死にワープロ滝

ナゥそぞろ寒賢治おろおろ尋ね来る無

屋台の焼肉たれはたっぷり

滝

宇宙では金魚も酔ってくだを巻き径

隣りにはかかわりもない花筵南
逃げたふうせん枝にからまり太

平成五年六月二十八日首

︵於・エルパーク仙台・セミナー室︶

平成五年十一月二十九日尾
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阿片瓢郎捌

黄

美恭望美恭望美恭望美恭望美恭子穂子郎

望美恭瓢
千

八東京・連句研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃しわい村﹄

屈託もなく育つ大根

しわい村ほら吹き村の小春かな
小買物姉いもうとと連れ立ちて

世界一周朝床の夢

ナォちょっといい話なれども万愚節

心をこめて千羽鶴折る

選挙戦過熱となりてプノンペン

さしつさされつまだ幼顔

喧して褒められかはた憎まれか

地球のまるさ見ゆる西空

あぶな絵の文字が読めぬと腹をたて

海底散歩人気上昇

沖縄の物産展の珊瑚玉

明日晴れと予報なりしを月の量

夜なべの母を思ふこのごろ

ナゥ﹁三径﹂にのめり込み居て菊盛り

米寿を祝ふ声の高らか

家宝なる金の盃日の目みて
穴を出でたる熊が眩しむ

忽然と風吹き起る花の雲
蝶の行き交ふ藍濯ぐ川

秤唾亜管畦朋誇︵文音︶

−2うう−

あち見こち見の巨鴉なり
関取が英語で唄ふ月の宴
さんまの煙路地の奥なり
ゥ迷ひ来てためらふ門の鳳仙花

思ひあまりし涙ひとつぶ
人形を指であやつり慰まむ

公会堂へ黒づくめ着る

出港の汽笛がひびくみなと町

神に供ふる酒の銘柄

月暑し河童の皿も乾くとか

餃子自慢の北京飯店

葭賛のかげは真暗がりなる
目の医者は明治の青の池の端
湯屋ののれんはおぼろ深めし

逆引の辞典たのしむ花の昼

加川宮阿
藤田内片

美望恭美望恭望美恭美望恭美望恭美望恭

八東京・連句研究会ｌその二Ｖ

火

飯沼三千古

歌仙﹃初景色﹂
飯沼三千古捌

ふるさとや山河眩しく初景色
五彩の羽子のかかる松ヶ枝
田中一火女

贈り来し銘品續々と香にたちて

火
火
火
火
火
一一一

火
火

心が痙く愛の傷痕

ナォ東西の櫓飛び交ふつばくらめ
ジンタ遠音にサーカスの触れ
フロントに駐車違反を答められ

湖深沈と昂星冴ゆ

手鏡に凍りつきたる泣きぼくろ

十一面秘仏の扉かたく鎖し

うまや

影ひややかに厩ゐぬまま

バギー押しても覚めぬ熟睡児
禁断の知慧の実の味未だ知らず

身に入みて見るミレー﹁晩鐘﹂

教会のとんがり屋根にかかる月

あやつられては億の金跳び

ナゥ贋作も格差ありとて画商の弁

うたかたの世をさらり捨てロクロ蹴る

牧歌ある里かってスイスに

ブランデーのグラス傾け花の窓

夢の如くに初虹の頬

秤鰄亜等一宿朋誇︵文音︶
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にじり口より早も衣づれ

おぼろ月人訪なへば濁み声の誰

芦辺にさわぐ春の雁ネ

ワ白砂を掬ひてこぽっ啄木忌

面影にじむ職変へし身に
数々の形見が過去を連れて来る

小箪笥にあるかくし抽出し
老教授パイプ離さずプライヤー

所在なきまま回わす地球儀

月涼し果ては何処に飛行雲
玉解く芭蕉庭をせばめて
クッキーを作る材料くりひろげ

声しなはせて物売りのゆく

紺の背広の新入社員

花咲いて散って人にもある流転

火三火三火三火三火三火三火三火三火三

八東京・連句研究会ｌその三Ｖ

歌仙﹃蓬莱に﹄
蓬莱に間かばや伊勢の初便り
おし

阿片瓢郎捌

バイク買ふとてバイトするなり

佐々木展子

畑村舂子

安江眞砂女

川口摩知子

高畑自遊

猪平十糸子

小林梁

藤井治

黄川田美千穂

山口みづゑ

渡辺博
金子九星

小林しげと

阿片瓢郎

佐久間淑子

露木崇夫

坂田はま子

霧晴れず新幹線の足乱れ
忍者屋敷で蟠蝉を聴く

秤鰄冠蓉叫朋龍︵文音︶

氏神に細き雨なる花篝
菫ほほえむ一筋の道

宅急便で送る名物

大垣の水辺を旅の終りとし

古き写真となりてセピヤに

ナゥ変身の仮面ぴったりハローウイン

星ひとつ連れ英に似し月

河村扶美

ナォ暖く山の校舎を巣立つ子等

初一念をぐつと貫く

髪長く脚長けれどやや古風

凍りゐし心も情に溶けてゆき

ＥＣ諸国前向きの冬

幼な子の目に地球輝く

石田一示

大石勝五
横田成麿

場所の終りは恋の終りと
悪酔もさめてしまへぱただ涼し

藍皿に盛る茄子のしぎやき

蘭の蜜きらりと光る月の窓
かなかなかなと病院の道

駈け引きがヘッドラインに躍る朝

宮下太郎
若松照代

ファミコンの映す画面は宇宙戦

︽羽

毬つける子等にぎやかに集ひ居て
赤松よう子

七日の朝を鴛鴦の仲良く
土手のつくしの背くらべする

祖母手づくりの桜餅なり

野遊びの帰る彼方に朧月
ハモニカを吹き吹き歩く家の中

もみあげ伸びし少年の夢

加藤望子
戸田貝江
山田章子
折原麻美
芳田竜子
高橋敏子
山本房子
山本貞子

リエ型か雅子さん型かいかにせん

ふるさとの紅葉の誘ひうきうきと

宮内恭子
須田幸子

遠藤みどり

伐られし森のしるき噂り

汐騒かすかいづくともなく
おみくじは大吉と出る花の寺

−2う7−

自

八東京・連楽会ｖ

成

高畑自遊捌

高
畑

両吟歌仙﹁東雲や﹄※

裸一貫巨木暹し

東雲や淑気さきだて風もなく

続いて渡る横断歩道

茅の輪立つ人世の稜れ引き受けて

買い物を両手に下げて月細く
麦とろ食べて泣く子痒しと
ゥ谷あいの出湯紅葉も浴びに来る

かたみに賞でっ壮と搦やか
幾たびか喧嘩の果てに判り合い

趣味が高じてついに生業
前衛派イズムとなればもう古く

ソ連崩壊行方混迷

人類の理想埋没苔の花
セントヘレナの空蝉に月
遠ざかる船に俊寛絶叫し
スキューダイヴァ魚と交歓

豊かさや長屋の花見今昔

団地の朝に揺れるふらここ

ナォ浬藥会は年寄りばかり賑やかに

乗り継ぎのなき終着の駅

国境の街を流れるギターの音

ポスニア詩人詠え平和を

タイ米雑炊黒字天國

あ塾廃虚寒鴉の餌も乏しくて

回診の医師は笑顔で問いかける

胸に灯火あの日あのとき

筆も変え彫琢尽くす更くるまで

すすきの穂波白金の揺れ

過去納めあり夫の筐底
遠吠えの狼の影満月に

スーパータイム渚左引退

ナゥＪリーグ色烏に似てサポーター

ピカソの画集宵暖かく

暇を得てふくらむばかり旅の夢

影の無き万朶の乱舞花の精
滴り凝りて柿芽吹くなり

秤鰄誌等畦朋極申霊︵主に文音︶
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横
田

麿遊麿遊麿遊麿遊麿遊麿遊麿遊麿ノノ 〃遊

遊麿遊麿遊麿遊麿遊麿遊麿遊麿遊麿遊麿

連句協会支部
連句協会愛媛県支部

（0592‑27‑2437）

支部長永田黙泉

連句協会埼玉県支部

事務局渡部伸居

顧問金子兜太

〒791 ()2松山市小野町15

支部長宇咲冬男

(0899‑75‑1532)

事務局小林しげと
〒334鳩ケ谷市桜町4‑11

連句協会関西支部

35‑1

(0482‑81‑8161)

支部長近松寿子
事務局

同

連句協会千葉県支部

〒567茨木市北春日丘2−13−7

顧問阿片瓢郎・東明雅・今泉忘機

（()726‑23‑8817）

支部長今泉宇涯
事務局

連句協会石川県支部
支部長中田風来
事務局

同

〒272市川市市川1−8−1
(0473‑22‑4214)

同

〒92903石川県河北郡津幡町字

連句協会岩手県支部

加賀爪二3 津幡町役場
（0762‑88 2121）

顧問小林文夫
支部長小原啄葉

副支部長志和正巳菅原多つを
連句協会三重県支部

事務局小山百合子

顧問名古則子

〒02001盛岡市大新町2020

支部長村田治男

(0196‑47‑0707)

事務局中田泰左
〒514津市南丸之内9 11
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2． 特別会計
（経常会計）

（理事会）

第20条理事会は原則として年3回会長が招集
する。理事会の議長は会長とする。理事会の
運営については別に定めるところによる。

第27条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、 これによってこの会の経常的運営の支
出にあてる。
（特別会計）

（常任理事会）

第21条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に

第28条特別会計の収入は連句グループ､会員、
関係団体等よりの寄付金とし、 これを基金と

定めるところによる。
（総会）
第22条総会は毎年1回会長が招集する。また
必要と認めたとき会長は臨時に総会を招集す

して積み立てるものとする。
（経常会計の剰余金）

第29条経常会計に剰余金があるときは、理事
会の議決および総会の承認を経て、その一部
もしくは全部を特別会計の基金へ繰り入れる

ることができる。

（総会の議長）

ことができる。

第23条総会の議長は会長がこれを務める。

（会計年度）
第30条この会の会計年度は、毎年1月1日に
始まり12月31日に終わる。

（総会の議決事項）
第24条総会は次の事項を議決する。

，、
2．

事業計画および収支予算についての事項
事業報告および収支決算についての事項

3．
4．

役員の選任
名誉会長の推戴

5．

第8章規約の変更

（規約の変更）

第31条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ

その他この会の業務に関する重要事項で
理事会において必要と認めた事項

変更することができない。

（総会の議決方法）

第9章解

第25条総会の議事は会員である出席者の過半
数をもって決し、可否同数のときは議長の決

散

（解散）

第32条この会の解散については前条に定める
手続きを準用する。
この規約の制定､施行は昭和63年10月1日とす

するところによる。

第7章会
計
（会計の種類）
第26条この会の会計は次のとおりとする。
1 ． 経常会計

る。

平成2年9月1日一部改訂。

『連句協会」顧問・名誉会員・評議員及び役員名簿
(顧
問）
(名誉会員）
(評議員）

副会長今泉宇涯・宇咲冬男・國島十雨
理事長土屋実郎
常任理事秋元正江・磯直道・上
田溪水･川野蓼艸・小林しげと･鈴木
春山洞・近松寿子・中尾胄宵・名古
則子･福井隆秀・宮下太郎･森三郎
理
事浅野黍穂・天野正三・伊藤薮彦・井
門可奈女・内田素舟・唐渡北勢子・
狩野康子・窪田薫・式田和子・寺
岡情雨・西幾多・野村昭生・矢崎
藍・柚木治郎
監
事城戸崎丹花・小林梁

宇田零雨・暉峻康隆・東明雅
今泉忘機･草間時彦･小松崎爽青・
永田黙泉
宇和川匠助・江森峰雲・片山多迦

夫・加藤耕子・加藤三七子・重松冬
楊・品川鈴子･関川竹四･牧野巌・
松永静雨・真鍋天魚・水野隆・宮
坂静生
(役

員）

名誉会長阿片瓢郎
会

長大林杣平

角1−
ノユ

｢連句協会』規約
第1章総

則

（名称）
第1条この会は連句協会という。
（事務所）
第2条この会の事務所は会長の指定する場所
に置く。

（支部）

第3条この会は理事会の議決を経て必要の地
に支部を置くことができる。
第2章目的および事業
（目的）

第4条この会は連句文芸の創造的発展とその
普及ならびに連句実作者、連句愛好者の交流
を図り、連句文芸の興隆に寄与することを目

第4章役

第11条この会には次の役員を置く。
1 ． 理事30名以内（うち会長1名、副会長
5名以内、理事長1名、常任理事若干名）
2． 監事2名
（役員の選任）
第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
1． 会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。

的とする。
（事業）

2．

副会長は会長を補佐し会長に事故あると
きは、あらかじめ会長が指名した順序でそ
の職務を代行する。
3． 理事長は会長、副会長を補佐してこの会
の業務を掌理する。

第5条この会は前条の目的を達成するために
次の事業を行う。
1 . 全国大会および地方大会の開催
2． 会報（隔月）の発行
3． 連句年鑑の出版
4． 連句協会賞の選定
5．

6．

4．

る。

5．

その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3条会

員

（種別）

第6条この会の会員は次のとおりとする。
l.

正会員

2．
3．

賛助会員
名誉会員

理事は理事会を組織して業務を行う。

（監事の職務）

第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）
第15条この会の役員の任期は2年とする。た
だし再任を妨げない。
第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評識員

（名誉会長）
第16条この会に名誉会長を置くことができ

（入会）

る。名誉会長は総会の議決を経て推戴する。

第7条正会員または賛助会員になろうとする
者は入会金2千円と所定の会費を納入するこ
とにより入会できるものとする。
（会費）
第8条この会の会費は次のとおりとする。
正会員

常任理事は会長、副会長および理事長を

補佐し理事会の議決に基づき業務に従事す

国民文化祭への参加

1.

員

（種別）

（顧問）
第17条この会に顧問を置くことができる。顧
問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。顧

問はこの会の業務について意見を述べ、 また
会長の諮問に応じる。
（名誉会員）

年額2千5百円

2． 賛助会員年額1万円以上
名誉会員は会費を納めることを要しない。
（資格の喪失）
第9条会員は次の事由によってその資格を喪
失する。
1．

退会したとき

2，

理由なくして会費を1年以上滞納したと

第18条この会に名誉会員を置くことができ

る。名誉会員は理事会の議決を経て、会員の
中から会長が委嘱する。名誉会員はこの会の
業務について意見を述べ、また会長の諮問に
応じる。

（評議員）
第19条この会に評議員を置くことができる。

評議員は理事会の議決を経て、会員の中から
会長が委嘱する。評議員は理事会の諮問に応

き

（退会）
第10条会員が退会しようとするときは退会届

じる。

を会長に提出しなければならない。

第6章会
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議

谷区太子堂3‑5‑13小林和恵，会
員18名
摩耶連句会

佐野千遊
師系･橋間石連絡先654神戸
市須摩区潮見台町3‑2‑30佐野千
遊(078731‑0334)会員8名
丸亀連句会

廣谷高士(青石）
師系･鈴木春山洞連絡先763丸
亀市城南町758廣谷高士(0877‑
224201)会員6名
三河連句会

よみうり文化センター京葉

今泉宇涯
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川1‑8‑1今泉宇
涯(0473‑22‑4214)会員10名

師系･宮下太郎連絡先445西尾
市伊藤町伊藤前15‑l斉藤吾朗
(0563‑57‑8332)会員12名
三豊連句会

植松晴子(晴峰）
師系・鈴木春山洞連絡先769‑
16香川県三豊郡大野原町花稲
9O7植松晴子(0875‑52‑2137)会
員8名）
未来図連句会

奥西
保
連絡先616京都市右京区嵯峨小
倉山落柿舎(075‑881‑1953)会員

追加

9名

目黒連句会

れぎおん

窪田
薫
師系･窪田薫連絡先663西宮市
子(0798‑46‑3713)会員42名

渡辺
博
師系･宮下太郎連絡先153目黒
区中央町2251102渡辺博(03‑
3713‑6709)会員10名
つどい

てい

歌仙集亭

連句愛好会

柴崎正寿郎
連絡先241横浜市旭区若葉台47
‑704柴崎正寿郎(0459222851)
会員30名

のがり

かも

野苅

鴨

連絡先980仙台市青慕区二日町
1015‑1F喫茶室「集｣内，会員
約20名
新庄氷室の会

連句会「Za」
伊藤直子
連絡先98l仙台市泉区南光台33
‑9伊藤直子(022‑233‑7732)会員

永沢安栄
師系･笹白州連絡先996新庄市
北町5‑19,会員6名

9名

鍵和田柚子
連絡先108港区高輪2‑1‑51‑302
原田千町(03‑3445‑6462)会員13
名
夢茶の会

中出夢女
師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市道後一万310中出絢子
(0899‑260218)会員6名
メヌエット−若い現代連句の会
川端秀夫

顧問･別所真紀連絡先152目黒
区自由が丘2‑15‑9高橋ビル302
メヌエットの会事務局(03‑3724
4263)会員3名
璃沙連句会

風の香連句会
連句会遊子座

和田忠勝
師系･清水瓢左連絡先223横浜
市港北区綱島東5‑22‑4和田忠勝
(045‑531‑7174)会員9名

葉門連句会

伊藤敬子

連絡先465名古屋市名東区神丘
町2‑51 1伊藤敬子(052‑701
5050)会員7名
連句研究会

阿片瓢郎

師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先352新座市石神1‑5‑9阿片瓢
郎(0424‑73‑8714)会員300名以

連楽会

高畑自遊
師系･阿片瓢郎連絡先168杉並
区和泉4‑26‑15高畑自遊(03‑
3323‑2454)会員6名

井口昌亮

師系・宇田零雨・木村葉山・磯
直道連絡先155世田谷区代田2
91福島新吾(03‑3414‑8426)会

笹
貞子
連絡先996新庄市松本348
紫薇の会
渋谷
道
連絡先558大阪市住吉区長居西1
92

連句「笹」

上

土屋実郎
師系･清水瓢左連絡先233横浜
市港南区上永谷3‑20‑34士屋実
郎(045‑8438059)会員15名

員9名

川田章夫
師系･宇咲冬男連絡先372伊勢
崎市馬見塚町1121‑4川田章夫
（0270‑328410)会員8名

落柿舎連句会

甲子園網引町8‑21‑403前田圭衛
斉藤吾朗

若泉連句会

鹿吟舎

池
央歌
連絡先216川崎市宮前区土橋6‑
15‑1A214池央歌(044855‑
8546）
−27−

市村美就夫
連絡先153渋谷区広尾3‑174二
村マンション205中島まさし(03
3407‑5368)会員20名

関川竹四
連絡先031八戸市湊町上の山55‐
2関川竹四(0178‑33‑3432)会員
58名

猫蓑会
束
明雅
連絡先413熱海市熱海1812‑282
ライフケア梅園台421杉内徒司
(0557‑82‑6460)会員105名

花野連句会
小出きよみ
師系・根津芦丈・東明雅連絡
先390松本市筑摩東2419小出き
よみ(0263‑25‑5436)会員11名

乃木坂散人連

古館曹人
師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先102千代田区一番町20‑10
202古館曹人(033262‑9350)会
員3名

はねだ連句会

内海良太

師系･名古則子連絡先258佐倉
市南臼井台22‑9内海良太，会員
8名

俳詰工房
窪田阿空

'よらぃ

がわ

祓

ノl l

黒田耕三
師系･鈴木春山洞連絡先791松
山市新浜9‑25黒田耕三(0899‑51
‑2889)会員9名

連絡先359所沢市北野521‑10窪
田阿空(0429‑48‑6618)会員6名
俳話寺芭蕉舎

窪田

薫

ぱるしゆ

芭流朱連句会

連絡先060札幌市中央区北6条西

鈴木春山洞

23丁目窪田薫(011‑631‑4009)会
員76名

師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津1‑3‑13鈴木春山洞
(0899‑51‑0064)会員30名

俳話接心

岡本星女
師系・岡本松濱・阿波野青畝・
岡本春人連絡先555大阪市西
淀川区野里211‑16メロディハ
イム塚本502岡本星女(06‑477
7445)会員オープン制

B

面

名古則子
連絡先359所沢市並木8‑1‑1‑709
名古則子(0429‑96‑0820)会員4
名
ひいらぎ連句会

俳譜田園

小路紫峡

中尾青宵
連絡先227横浜市緑区藤が丘2
252中尾青青(045‑9731760)会

師系･阿波野青畝･岡本春人連
絡先657神戸市灘区宮山町2‑7‑
15ひいらぎ発行所(078‑821

員15名

0550)会員60名

白塔歌仙会

日ノ出連句会

佐藤俊一郎
連絡先35002坂戸市伊豆の山町
17‑30,会員11名

山根於京
連絡先519‑06三重県度会郡二見
町茶屋50‑9山根於京(05964‑3‑
2112)会員7名

芭蕉記念館連句会
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先135江東区東陽町326‑8藤
沼亜緋子(03‑56903362)会員20

東松山連句会
池川媚谷

師系・阿片瓢郎･永田黙泉連
絡先791‑03愛媛県温泉郡川内町
則之内乙1887池川媚谷(0899‑66
‑3608)会員30名

名
ぱせ

市緑区藤が丘2‑25‑2中尾青宵

八戸俳譜倶楽部

り

円1廿里の会

大野国士

師系・東明雅・國島十雨連絡
先50161岐阜県羽島郡笠松町東
陽町1(0583872035)会員12名

菱の実会

I

中尾青青

師系･國島十雨連絡先227横浜
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（045‑973‑1760)
PC‑VAN連句ひろば
木原幹雄
連絡先185国分寺市東恋ケ窪2−
29‑3林義雄(0423‑24‑1831)会員
18名
ひよどり連句会
品川鈴子

師系・橋間石連絡先651 11
神戸市北区ひよどり台1‑17‑1品
川鈴子(078‑743‑2221)会員34名
広野連句会

村木佐紀夫
連絡先520大津市桜野町I l3‑l6
村木佐紀夫(077522‑5444)会員
15名
藤が谷連句会

中島啓世

師系･東明雅連絡先251藤沢市
鵠沼松が岡4‑14‑19A22中島啓
世(0466‑27‑3556)会員8名
北杜連句塾
狩野康子
連絡先981仙台市青葉区双葉ケ
丘2‑5‑12狩野康子(022‑271‑
0005)会員15名
松喜久会

岩崎利一
師系･阿片瓢郎連絡先104中央
区銀座6‑9‑4岩崎利‑(03‑3571
0319)会員4名
松山連句協会
永田黙泉
連絡先791‑01松山市溝辺町lOO9
永田黙泉(0899‑770015)会員20
名
松山連句教室

松永静雨

師系･宇田零雨連絡先790松山
市余戸中2‑13‑19井上弥生(0899
‑73‑6055)会員10名
摩天楼連句会
星野石雀

師系･野村牛耳連絡先262千葉
市花見川区花見川2‑6‑105星野
石雀(043286‑0725)会員6名
窓連句会

小林和恵
師系･名古則子連絡先154世田

渡邊陽行(0877‑33‑0549)会員6
名

すみれ連句会

岡田水都子
師系・岡本春人連絡先669 13
三田市中町739岡田水都子
(07956‑2‑4110)会員24名

多摩連句会
宮下太郎

師系･小笠原樹々連絡先206多
摩市落川1235宮下太郎(042374

せきれい

喜多さかえ
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市船江1‑9‑29喜多
さかえ(0596‑22‑2317)会員7名
浅春連句会

谷敷
寛
連絡先112文京区春日2‑25‑2谷
敷寛会員7名
草門会
工藤真理子
師系･野村牛耳連絡先102千代
田区二番町11麹町山王マンショ
ン8O7工藤真理子(03‑3222‑
6502)会員10名
創

村田治男
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑05三重県度会郡小俣町
元町1718村田治男(0596‑24‑
1324)会員10名
埣啄会

森
三郎
師系・石沢無腸連絡先369‑I2
埼玉県大里郡寄居町寄居982森
三郎(0485‑81‑0077)会員10名

7002）
丹

秋山正明

連絡先661尼崎市塚口町1 221
207秋山正明(06421‑1606)会員
12名

藤咲ひろし

師系･今泉宇涯連絡先300土浦
市中村南1‑23‑12藤川祐子(0298
‑42‑0380)会員7名
中央連句会
連絡先230横浜市鶴見区生麦3−
16‑6連句協会(045‑501‑4907)会
員30名
つたの会

高木一恵
連絡先270‑14船橋市小室町2804
高木一恵(0474‑57‑2912)会員7
名
津幡連句クラブ
中田風来
師系・今泉宇涯連絡先929‑03
石川県河北郡津幡町字加賀爪二
3津幡町役場中田風来(076288
‑2121)会員36名

多度津連句会
渡邊陽行
師系･鈴木春山洞連絡先764香
川県仲多度郡多度津町青木167

桃天樹ﾛ金聚

赤田玖実子
師系･三好龍肝連絡先228相模
原市上鶴問395赤田玖実子(0427
‑45‑0407)会員9名
桃林会

宮崎明月女
師系・太白堂桃隣・太白堂桃旭
連絡先171豊島区池袋2‑1066今
村ゆき(033984‑7906)会員40名
都心連句会

大林杣平
連絡先167杉並区南荻窪3 19‑9
大林杣平(033333‑4880)会員40
名
どん・あ・ くらぶ

豊島呑烏
師系･鈴木春山洞連絡先790松
山市道後一万11‑13豊島正憲
(0899‑26‑2331)会員7名

つらつら吟社

山岸麗子
師系･名古則子連絡先516伊勢
市大世古3‑8‑24山岸麗子(0596‑
281395)会員8名

習志野連句会

鴇田秋甫
連絡先275習志野市実籾町2‑80
鴇田秋甫(0474‑72‑6270)会員15
名

出合川

中川久子
師系･松根東洋城･米田双葉子・
鈴木春山洞連絡先790松山市
余戸南41424中川久子(0899‑
71‑0486)会員7名

第六天連句会

今泉忘機
師系・上甲平谷・清水瓢左連
絡先272市川市平田3‑23‑14浅野
黍穂(0473‑76‑8196)会員24名

東武カルチュア連句会
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先349‑01蓬田市東3‑10‑1l山
崎宗喜(0487‑69‑5691)会員12名

ちばらき連句会

大智院連句会

岡本耕治
師系・名古則子連絡先511‑11
三重県桑名郡長島町大倉1‑45O
岡本耕治，会員8名

東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系･野村牛耳･高藤馬山人連
絡先182調布市上石原2‑27‑9川
野蓼艸(0424‑85‑5480)会員10名

想

染井の会

蒲
幾多
師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺767‑36蒲幾多
（044‑955‑8726)会員11名

逸見
篤
連絡先101中央区築地1‑11電通
マーケッティング局逸見篤気付
（03‑3544‑5468)会員20名

て

ま

南海放送学苑連句教室
永田黙泉
師系・星加帯木・富田狸通連
絡先791‑01松山市溝辺町1009永
田黙泉(0899‑77‑0015)会員40名
南草連句会

り

山崎みどり

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先519‑05三重県度会郡小俣町
場田518‑1山崎みどり(0596‑22‑
2062)会員5名

田島竹四
師系・名古則子連絡先517‑05
三重県志摩郡阿児町国府1120‑
69田島竹四(05994‑3‑1846)会員
7名
日本作家クラブ連句会

電通連句会
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村野夏生
師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田4‑18‑2杏花村塾(03‑
33872331）
輿聖寺連句会
松永静雨

師系･宇田零雨連絡先790松山
市末広町17‑5安野次子(0899‑43
‑3334)会員15名

子規記念博物館友の会連句教室
鈴木春山洞
連絡先790松山市道後公園1−30
松山市立子規記念博物館事務室
内(0899315566)会員30名

佐藤

淳

ころも連句会

矢崎
藍
師系･東明雅連絡先473豊田市
竹元町ニツ池6‑44加藤治子
(0565‑53‑2224)会員18名
佐久良連句会

井門可奈女
師系・栗田樗堂・富田狸通・鈴
木春山洞連絡先790松山市湊
町4‑6‑6丸三書店内井門可奈女
(089931‑8501)会員7名
札幌俳話接心

久保田一九
師系･岡本春人連絡先001札幌
市北区新川三条2‑3‑22久保田一
九(011‑764‑7140)会員9名

蒲原志げ子

草間時彦

師系･東明雅連絡先248鎌倉市
常盤937219蒲原志げ子(0467
31‑7829)会員6名

師系･山路閑古連絡先249逗子
市桜山1‑6‑16草間時彦(0468‑71
5935)会員4名
正

慈眼舎

師系･寺崎方堂連絡先520大津
市秋葉台35‑9正風発行所(0775‑
25‑9159)会員100名
正風大府支部

獅子門

久野溪流

國島十雨
師系・各務支考連絡先501‑11
岐阜市黒野古市場193国島十雨
(0582‑39‑0037)会員100名
渋

風

美濃豊月

赤田玖實子
師系･清水瓢左連絡先228相模
原市上鶴間395赤田玖實子(0427
‑450407)会員13名

小松連句会
石丸信義
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑1l愛媛
県周桑郡小松町駅前通2丁目石
丸信義(0898‑72‑2616)会員5名

名古則子
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先359所沢市並木8‑11709名
古則子(0429‑96‑0820)会員10名
湘南連句うらら会

鴫立庵連句会

郡山連句会

連絡先963‑01郡山市三穂田町川
田東2佐藤淳(0249‑45‑0218)会
員5名

湘南吟社

師系・寺崎方堂連絡先470‑11
豊明市阿野町上納916鈴置一花
(0562‑92‑4521)会員25名
正風和気支部

柿

桐山北天
師系・寺崎方堂連絡先709‑04
岡山県和気郡和気町衣笠171桐
山北天(0869‑92‑0807)会員10名

徳永山冬子
師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先160新宿区高田馬場43221
松岡六花女(03‑3368‑0935)

しらぎ〈

下総連句会

喜多さかえ
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先510‑03三重県安芸郡阿芸町

今泉忘機
連絡先273船橋市本中山2220
今泉忘機(0473‑34‑4944)会員4
名
蛇も蚊も連句会

小枝秀穂女
師系･中村俊定連絡先230横浜
市鶴見区岸谷425‑25岸谷ハイ
ツ418小枝秀穂女(045‑583‑

上野1168‑73大西貞子(0592‑45‑

3606)会員10名
城

田口光一

師系･名古則子連絡先514津市
南丸之内9‑11中田泰左(0592‑27
‑2437)会員7名

4080)会員10名

さんじやくどう

三尺童

丹下遙指
連絡先338与野市大戸4‑6‑3丹下
、遙指(048‑832‑3727)会員6名
三冊子研究会

宇和川匠助
師系･寺田寅彦連絡先78O高知
市福井東町23‑11宇和川匠助
(08872‑7081)会員15名
鹿の会

宮下太郎
師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先206多摩市落
川1235宮下太郎(0423‑74‑7002)
会員40名

信州大学連句会

秋紅雅友連

宮坂静生
師系・根津芦丈・東明雅連
絡先399‑65松本市寿台4‑5‑3宮
坂静生(0263‑57‑2461)会員40名

大野秋紅
連絡先446安城市里町荒井31大
野秋紅(05667‑7‑8083)会員9名
樹氷連句会
犬島正一

新庄北陽社

笹喜四郎
師系･春秋庵幹雄連絡先996新
庄市宮内町710笹喜四郎(0233‑
22‑2086)会員38名

連絡先939富山市西中野本町5−
14犬島正‑(0764‑21‑3494)会員
5名
すず

樹林連句会

師系･林空花連絡先177練馬区
石神井町3‑912‑401草刈澄
(03‑3996‑8530)会員15名

篠
岡田史乃

師系･鈴木香歩連絡先107港区
赤坂6‑9‑4301岡田史乃(03‑
3582‑0081)
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(0487‑46‑1443)会員5名

小野連句会

渡部伸居
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑02松山市小野町15渡部
伸居(0899‑75‑1532)会員10名
おぼろ連句会

高橋昌民
師系･鈴木春山洞連絡先791松
山市山越2‑6高橋昌民(089946
5214)会員6名
貝の会

高橋微代

師系･斎藤石嬰連絡先336浦和

勝山連句会

野間予志女
師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先79O松山市萱町41‑1野間
予志女(0899‑25‑7789)会員10名
かびれ連句会
小松崎爽青
師系･大竹孤悠連絡先317日立
市本宮町2‑7‑25かぴれ社(0294‑
21‑1341)会員19名

戸田貝江

師系･阿片瓢郎連絡先183府中
市府中2‑31‑9戸田貝江(0422‑68
‑6063)会員6名

兜の会

山下七志郎
連絡先923小松市芦田町2‑2松下
京子(0761‑21‑3464)会員18名

海市の会

鈴木
漠
連絡先65O神戸市中央区港島中
町3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑302‑
2230)会員2名
解

義仲寺婦人連句会

からむし庵連句会
宮脇昌三

師系・根津芦丈連絡先39942
長野県駒ケ根市中沢菅沼宮脇昌
三(0265‑83‑7496)会員17名

市大谷口9816高橋微代(0488‑
85‑1668)会員10名
義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一
連絡先245横浜市戸塚区深谷町
671八木荘‑(045851‑1655)会
員17名

義仲寺連句会
師系･斎藤石嬰連絡先520大津
市馬場1512義仲寺(0775‑23‑
2811)会員15名
木の会

草間時彦
連絡先240‑1l横須賀市秋谷5237
藤井弘美(0468‑572764)会員限
定
岐阜連句会
大野國士

綱

別所真紀子

師系・野村牛耳・林空花連
絡先187小平市上水新町2‑217
別所真紀子(042345‑0635)
香川県連句協会
会長・渡邉陽行，副会長・廣谷

歌留蓑連句会
金子鳴陣

連絡先220横浜市西区久保町29‑
9金子鳴陣，会員13名

師系・國島十雨・東明雅連
絡先500岐阜市加納中広江町68
高山ピル松尾‑(0582749479)
会員6名
錦心会

夏炉の会

高士・植松晴子事務局渡邉陽
行764香川県仲多度郡多度津町

連絡先780高知市曙町128‑35高
橋歯科内高橋柿花(0888‑44‑

渡部伸居
師系・野村喜舟連絡先791‑02
松山市小野町15渡部伸居(0899‑

青木169(0877‑33‑0549)

0409)会員20名

751532)会員10名

高橋柿花

句華苑吟社

川内連句会

香川連句会

渡邉陽行
師系･鈴木春山洞連絡先764香
川県仲多度郡多度津町青木167
渡遇陽行(087733‑0549)会員7
名

師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑03愛媛県温泉郡川内町
則之内乙1887池川蠣谷(0899‑66
草

‑3608)会員5名
神田川連句会

かすみ会

岡部桂一郎

森島香代子

連絡先616京都市右京区竜安寺
衣笠下町l森島香代子(075‑463‑
1534)会員8名

連絡先134江戸川区南葛西7‑1‑6
‑201松井青堂(0336800053)

守口津夜子

師系・松根東洋城・阿片瓢郎・
鈴木春山洞連絡先799‑13束予
市壬生川191‑7守口津夜子(0898
‐64‑2634)会員10名

伊藤秀峰
師系･斎藤石嬰連絡先101千代
田区内神田1‑66伊藤秀峰(03‑

宮
県人
連絡先344‑01埼玉県北葛飾郡庄
和町大衾600‑4二宮方宮県人

宇田零雨
師系･藤井紫影連絡先332川口
市飯塚4‑4‑7磯直道(048251‑
3033)会員300名

寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先791‑01
松山市白水台412‑8寺岡情雨
(0899‑23‑6028)会員10名

3292‑0835）

〈のいち連句会

きさらぎ連句会
小池正博

花扇会

茎

草茎松山支部
神田義仲寺連句会

風の巷

吉本三蔓
連絡先328栃木市室町1‑13吉本
画廊内(0282‑23‑3665)会員7名

池川姻谷

連絡先590‑01堺市新桧尾台416
‑23‑205小池正博(0722 99‑

暉峻桐雨
連絡先101千代田区内神田2‑12
5内山回漕店方内山秀子(03‑
3252‑2941)会員8名

2809)会員10名
雲の会
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①グループ名②代表者氏名③師系
④連絡先（住所・電話番号）⑤会員数
（五十音順）
ああの会

師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先390‑17長野県南安曇郡梓川

村野夏生

師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田4‑182杏花村塾(03‑

村杏金井教子(0263783808)
会員25名

3387‑2331）

天のﾉ￨ ￨連句会

藍の華連句会

あらくさ連句会

草間時彦

連絡先249逗子市逗子245北沢
義弘(0468‑71‑5393)会員限定

青葉連句会

有馬壽子
師系･宇田零雨連絡先107港区
赤坂4‑8‑15紅仙ビル同人社(03‑
3402‑4121)会員11名
青葉城連句会
小野寺妙子

連絡先980仙台市青葉区梅田町4
−28小野寺妙子(022‑2330693）
会員7名
紫

31名

福田真久
連絡先95202新潟県佐渡郡畑野
町畑野本間昭雄，会員25名

白方筍子

師系・松根東洋城・野口里井・
鈴木春山洞連絡先791松山市
久方万ノ台1165白方アキ(0899‑
22‑0111)会員6名

陽

藤田
明
連絡先51401津市一身田町285
藤田明(0592‑326438)会員6
名
あした連句会

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島416‑34‑43宇
咲冬男(03‑39271022)会員50名
あした連句会えびね支部
宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先194町田市玉川学園87 1大
平美代子(0427‑58‑3198)会員15
名

山本秀夫

師系・二村文人連絡先93202
富山県東砺波郡井波町山見l400
井波町総合文化センター内いな
み連句の会(076382‑5885)会員

茨の会

近松寿子
連絡先567茨木市北春日丘2‑13‑
7近松寿子(0726238817)会員
25名
岩手県連句協会
小原啄葉

伊

賀

恒岡成弥
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先518‑13三重県阿山郡阿山町
円徳院1151恒岡成弥(0595‑43‑
0203)会員22名
五十鈴吟社
野村佳津

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市辻久留2250野
村佳津(0596‑22‑1694)会員17名
いさよひの会

鈴木美智子
連絡先177練馬区谷原5‑2014鈴
木美智子(03‑39255930)会員4
名

連絡先02001盛岡市大新町20‑
20小山百合子(0196‑470707)会
員40名
宇宙連句会

松永静雨
師系･宇田零雨連絡先790松山
市一番町1 14‑10井手ピル1F
ヴェルデュールアン大月西女

(0899310506)会員13名
NHK文化センター青山

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先362上尾市大谷本郷315‑1天
野正三(048781‑4404)会員20名
おうじg

黄鐘連句会
加藤三七子

市ケ谷連句会

師系・松根東洋城・小笠原樹々
連絡先206多摩市落川1235宮下
太郎(042374‑7002)会員6名
市川俳話教室

師系･阿波野青畝･岡本春人連
絡先676高砂市高砂北本町ll89
加藤三七子(0794423908)会員
30名

奥美濃連句会
今泉宇涯

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川18 1今泉宇
涯(0473‑224214)会員45名

あしべ俳話塾

水野
隆
連絡先50142岐阜県郡上郡八幡
町新町929おもだか家(05756‑5‑
3332)会員13名
駒ごおり

片山多迦夫

師系・清水瓢左連絡先666‑01
川西市美園町13406号片山多
迦夫(0727‑58‑3198)会員10名

伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水

師系･斎藤石嬰連絡先414伊東
市弥生町3‑2石渡蒼水(055737‑
1831)会員10名

梓川連句会

金井教子

いなみ連句の会
22−

小郡連句会

しず
河野玄磨

師系･松根東洋城･阿片瓢郎･鈴
木春山洞連絡先754山口県吉
敷郡小郡町津市上河野玄磨
(0839720599)会員5名

’
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回編集後記回
＊長年︑編集の労をとっていただいた福井隆秀さんが健康を害され︑小生も体
いただき︑すべての進行を磯さんにお任せしました︒幸い今年は一○六グルー

平成六年十月十五日印刷

調を崩し案じましたが︑地味で労の多い編集実務作業を磯直道さんに快諾して

郵便振替で送金して下さい︒

定価二︑五○○円

★ご注文の方は○○一九○三︲九○○二四番︵連句協会︶宛

電話○三 三九一三 五五二六
ＦＡＸ○三 三九一三 五五三○

財印刷局朝陽会

印刷所川東京都北区豊島四ノニノ四

電話○四五 五○一 四九○七
ＦＡＸ○四五 五○一 四九○八

連句協会

発行所剛横浜市鶴見区生麦三ノー六ノ六
新盛油槽船㈱内土屋実郎

編集人代表宇咲冬男

平成六年版連句年鑑

平成六年十月二十日発行

に至りました︒ご協力いただいた協会員グループの方々に感謝します︒又︑異

プ︑二○七編の参加を得︑協会事業の柱の一つである平成六年度版年鑑の発行

鑑は協会の内外にとって大切な作品の尺度ばかりでなく︑協会の顔でもありま

常な酷暑の中実務にたずさわれた磯さん始め結社に厚くお礼申し上げます︒年
す︒協会賞選定に意義も大きいと考えます︒・参加グループだけでなく広く購読
していただきたくお願い申し上げます︒
八宇咲冬男Ｖ
＊福井先生から編集の実務をお引き受けしましたが︑生来ずぼらな性格ですの
で多々落ちがあることと思います︒その点︑お許し下さい︒
今回の評論は︑神奈川大学教授の復本一郎先生に︑﹁千那俳諭書﹃鳳鳴談﹂の

付合論﹂を書いて頂きました︒また︑先生には連句協会全国大会でご講演して
昨年は芭蕉三百回忌にあたり︑協会として大津義仲寺において︑京都東山御

頂きました︒

﹁敬白松尾芭蕉翁三百回諄回向文﹂は俊朝師によるものであります︒

寺泉涌寺の川村俊朝宗務総長を導師にお迎えして大遠忌を営みました︒
＊校正には︑福井隆秀先生︑葉門会の福島新吾先生︑草茎の水野治夫先生︑小

八磯直道Ｖ

＊カットは︑柴崎正寿郎先生のお許しを得て︑昨年同様連句愛好会の作品を使

川廣男先生のご協力をいただきました︒厚くお礼申し上げます︒
わせていただきました︒

』

〆

夕

